
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）

たかねファミリークリニック 135-0021 中野区丸山2-27-13 03-5356-8120 〇

宇野医院 164-0001 中野区中野1-6-2 03-3369-2090 〇

山田医院 164-0001 中野区中野2-14-17 03-3384-3555 〇

きはらクリニック 164-0001 中野区中野2-25-3 3階 03-3381-6611 〇

矢野クリニック 164-0001 中野区中野3-28-21 03-5341-3131 〇

社会医療法人社団健友会　城西診
療所

164-0001 中野区中野3-3-1 03-3381-5105 〇

桃園医院 164-0001 中野区中野3-40-25 03-3381-3747 〇

おうじ内科・糖尿病クリニック 164-0001 中野区中野5-26-8 03-3388-1024 〇

赤沢医院 164-0001 中野区中野5-33-28 03-3387-1811 〇

尾崎内科 164-0001 中野区中野5-38-9 03-3388-5577 〇

社会医療法人社団健友会中野共立
病院附属健診センター

164-0001 中野区中野5-45-4  03-3386-9106 〇

サンモールクリニック 164-0001 中野区中野5-65-12 03-5345-5767 〇

あけのほし内科クリニック 164-0001 中野区中野5-67-4 03-3386-6500 〇

宮地内科医院 164-0002 中野区上高田1-35-9 03-3361-1858 〇

中野の森クリニック 164-0002 中野区上高田1-37-11 03-3361-1381 〇

上高田ちば整形外科・小児科 164-0002 中野区上高田1-8-13 03-3228-1555 〇

上高田クリニック 164-0002 中野区上高田1-8-13 03-5942-5822 〇

渋谷医院 164-0002 中野区上高田2-38-2 03-3386-1571 〇

宮医院 164-0002 中野区上高田3-1-13 03-3385-3177 〇

まるたに内科循環器科 164-0002 中野区上高田3-24-2 03-3388-1236 〇

長澤内科 164-0003
中野区東中野2-28-14
メディカルコートⅡ

03-3362-5695 〇

医療法人社団敬裕会　高田整形外
科クリニック

164-0003 中野区東中野2-27-7 03-3366-5621 〇

木村内科 164-0003 中野区東中野1-37-11 03-3361-1114 〇

近藤泌尿器科内科クリニック 164-0003 中野区東中野1-51-1 03-3362-1777 〇

医療法人社団仁医会　東中野クリ
ニック

164-0003 中野区東中野1-58-12 03-3361-2732 〇

中村外科医院 164-0003 中野区東中野1-6-6 03-3368-1374 〇

新井クリニック 164-0003 中野区東中野3-10-12 03-5331-3383 〇
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医療法人社団佐介会　田中クリニッ
ク

164-0003 中野区東中野3-17-18 03-5348-2707 〇

社会医療法人社団健友会　桜山診
療所

164-0003 中野区東中野3-17-8 03-3369-0900 〇

いたや内科クリニック 164-0003 中野区東中野3-8-9 03-3366-3300 〇

渡辺クリニック 164-0003 中野区東中野4-7-18 03-5331-3286 〇

中谷内科クリニック 164-0003 中野区東中野4-7-8 03-3366-1481 〇

おおくら内科 164-0003 中野区東中野5-1-1 03-5332-7676 〇

医療法人社団鉄伸会　かたやま医
院

164-0003 中野区東中野5-23-14 03-3227-0603 〇

上落合おばたクリニック 164-0003 中野区東中野5-29-10 03-5332-6886 〇

中谷医院 164-0003 中野区東中野5-8-7 03-3361-2384 〇

医療法人社団彰和会　小淀診療所 164-0011 中野区中央1-14-3 03-3368-0065 〇

セイメイ内科 164-0011 中野区中央1-25-5-106 03-5389-2972 〇

医療法人社団燦燦会　中野サンクリ
ニック

164-0011 中野区中央1-32-7 03-6908-8030 〇

塔ノ山医院 164-0011 中野区中央2-14-9 03-3371-7106 〇

渡辺整形外科・外科・内科 164-0011 中野区中央2-2-3 03-3361-1770 〇

医療法人社団虹耀会　中野坂上米
沢医院

164-0011 中野区中央2-4-3-102 03-3365-2727 〇

中野中央クリニック 164-0011 中野区中央2-59-18 03-5332-5429 〇

くすのき診療所 164-0011 中野区中央2-7-8-103 03-3361-0072 〇

みやびハート＆ケアクリニック 164-0011
中野区中央3-35-4ナビウス新中野
1階EAST

03-5385-3880 〇

頭とからだのクリニック　かねなか脳
神経外科

164-0011 中野区中央4-4-2 03-6382-4880 〇

新渡戸記念中野総合病院 164-0011 中野区中央4-59-16 03-3382-1231 〇

やまさき内科クリニック 164-0011 中野区中央5-39-13-1F 03-3380-7777 〇

荘司医院 164-0012 中野区本町1-3-11 03-3373-3335 〇

仁友クリニック 164-0012 中野区本町2-45-10 03-3372-5121 〇

秋吉クリニック 164-0012 中野区本町3-20-22 03-3378-1600 〇

やまもと消化器内科クリニック 164-0012 中野区本町3-31-7 03-5304-1195 〇

寺田内科医院 164-0012 中野区本町3-32-22 03-3372-8266 〇

河崎外科胃腸科 164-0012 中野区本町3-7-5 03-3372-0273 〇
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本郷診療所 164-0012 中野区本町4-26-2 03-3381-5456 〇

新中野内科クリニック 164-0012 中野区本町4-45-9 03-6382-5270 〇

オカトミクリニック 164-0012 中野区本町5-35-8 03-3381-0563 〇

医療法人社団　中村診療所 164-0012 中野区本町5-39-2 03-3381-3797 〇

中野診療所 164-0012 中野区本町6-12-13 03-3381-0151 〇

吉田内科クリニック 164-0012 中野区本町6-20-17 03-5328-2050 〇

医療法人社団浩悠会　田沼内科・
小児科医院

164-0012 中野区本町6-23-3 03-3380-2622 〇

医療法人社団朋翔会　弥生ファー
ストクリニック

164-0013 中野区本町2-46-1 03-3320-7211 〇

医療法人社団幸芳会　藤間産婦人
科医院

164-0013 中野区弥生町1-17-1 03-3372-5700 〇

医療法人社団ソレイユ　平澤クリニッ
ク

164-0013 中野区弥生町1-54-12 03-5304-5790 〇

溝口医院 164-0013 中野区弥生町2-12-9 03-3372-0035 〇

医療法人社団博和会　山本クリニッ
ク

164-0013 中野区弥生町3-26-3 03-3372-0007 〇

社会医療法人社団健友会　川島診
療所

164-0013 中野区弥生町3-27-11 03-3372-4438 〇

原クリニック 164-0013 中野区弥生町5-4-16-103 03-3381-2711 〇

医療法人社団健助会　やなだクリ
ニック

164-0013 中野区弥生町6-2-20 03-5342-9511 〇

白石医院 164-0014 中野区南台2-18-10 03-3384-5255 〇

宮下医院 164-0014 中野区南台2-24-12 03-5385-3050 〇

医療法人社団二人会　クリニカル南
台

164-0014 中野区南台2-45-10 03-3381-8681 〇

白川クリニック 164-0014 中野区南台2-51-8 03-6382-5011 〇

三五医院 164-0014 中野区南台2-6-8 03-3381-0313 〇

高橋医院 164-0014 中野区南台3-3-3 03-3381-3238 〇

多田町診療所 164-0014 中野区南台3-33-5 03-3381-3191 〇

南台寺尾クリニック　内科・小児科 164-0014 中野区南台3-37-27 03-3381-7755 〇

山田クリニック 164-0014 中野区南台5-32-2 03-3381-5213 〇

医療法人社団悠友会　天正堂クリ
ニック

165-0021 中野区丸山1-5-7 03-3319-3965 〇

哲学堂石井内科医院 165-0022 中野区江古田1-1-4 03-5906-5010 〇

荻原医院 165-0022 中野区江古田2-11-10 03-3388-5050 〇
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医療法人財団健貢会　総合東京病
院

165-0022 中野区江古田3-15-2 03-3387-5421 〇

小児科内科高田医院 165-0022 中野区江古田3-5-10 03-3386-7383 〇

斉藤医院 165-0022 中野区江古田3-6-6 03-3389-7288 〇

社会福祉法人浄風園　中野江古田
病院

165-0022 中野区江古田4-19-9 03-3387-7321 〇

広川医院 165-0022 中野区江古田4-30-15 03-3228-1707 〇

林医院 165-0023 中野区江原町1-11-14 03-3565-0511 〇

医療法人社団　小金澤医院 165-0023 中野区江原町3-35-8 03-3951-5621 〇

武田内科クリニック 165-0023 中野区江原町3-5-10-202 03-3950-3836 〇

井上医院 165-0024 中野区松が丘1-2-16 03-3386-6194 〇

春川内科クリニック 165-0024 中野区松が丘1-33-15 03-5345-5477 〇

松が丘医院 165-0024 中野区松が丘2-34-2 03-3953-0682 〇

医療法人社団佐光会　さわだ医院 165-0025 中野区沼袋4-24-5 03-5318-2526 〇

社会医療法人社団健友会　江古田
沼袋診療所

165-0025 中野区沼袋4-27-15 03-3387-3424 〇

いしい内科クリニック 165-0025 中野区沼袋4-31-11 03-5345-7667 〇

医療法人社団徳静会　横畠病院 165-0026 中野区新井1-38-6 03-3389-2531 〇

新橋医院 165-0026 中野区新井2-10-3 03-3385-2800 〇

医療法人社団　山田クリニック 165-0026 中野区新井2-6-10 03-3386-0415 〇

寺内医院 165-0026 中野区新井5-31-1 03-3386-2267 〇

医療法人社団愛誠会　のがたクリ
ニック

165-0027 中野区野方1-40-1 03-3389-2201 〇

杉本医院 165-0027 中野区野方2-7-17 03-3388-2338 〇

橋本医院 165-0027 中野区野方3-15-3 03-3389-0355 〇

くり小児科内科 165-0027 中野区野方4-22-3 03-5345-6166 〇

石森脳神経外科 165-0027 中野区野方5-10-15 03-3310-5041 〇

重福医院 165-0027 中野区野方5-29-5 03-5327-3803 〇

医療法人社団健唯会　野方駅内科 165-0027 中野区野方5-3-1 03-5356-8153 〇

高崎医院 165-0027 中野区野方5-4-13 03-3338-3037 〇

中村医院 165-0027 中野区野方6-1-2 03-3336-1859 〇
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鳥海ペインクリニック 165-0027 中野区野方6-3-2 03-3338-1414 〇

やまぐち内科ハートクリニック 165-0031 中野区上鷺宮2-4-1 03-3970-0770 〇

医療法人社団哲心会　千川通り　あ
さのクリニック

165-0031 中野区上鷺宮3-16-1 03-5987-0114 〇

のぐち内科クリニック 165-0031 中野区上鷺宮4-17-14 03-3926-0007 〇

医療法人社団関会　関医院 165-0031 中野区上鷺宮4-6-21 03-3990-2644 〇

たかのクリニック 165-0031 中野区上鷺宮4-6-38 03-3990-2222 〇

すぎやまクリニック 165-0032 中野区鷺宮1-27-5-3F 03-3223-1275 〇

塩崎クリニック 165-0032 中野区鷺宮2-5-7 03-5327-3336 〇

医療法人社団フレシェア　若宮診療
所

165-0032 中野区鷺宮3-11-8 03-3338-7335 〇

さかい内科クリニック 165-0032 中野区鷺宮3-19-15 03-5327-3670 〇

医療法人社団明篤会　沖津医院 165-0032 中野区鷺宮3-20-4 03-3339-2865 〇

熊谷医院 165-0032 中野区鷺宮3-32-5 03-3338-1515 〇

美穂診療所 165-0032 中野区鷺宮5-3-14 03-3990-1208 〇

宮嶋メディカルクリニック 165-0033 中野区若宮1-25-12 03-3338-7492 〇

やじまクリニック 165-0033 中野区若宮2-1-23 03-3339-1811 〇

佐藤医院 165-0033 中野区若宮2-23-6 03-3338-0536 〇

とりつかせいクリニック 165-0033 中野区若宮3-36-12 03-3310-3880 〇

いたばしクリニック 165-0034 中野区大和町1-27-3 03-5356-1623 〇

たかとり内科 165-0034 中野区大和町1-30-6 03-6265-5835 〇

やはたクリニック 165-0034 中野区大和町1-44-4 03-5364-5361 〇

能戸クリニック 165-0034 中野区大和町1-45-12 03-3337-6700 〇

小川クリニック 165-0034 中野区大和町2-46-4 03-5327-4664 〇

白浜医院 165-0034 中野区大和町2-6-7 03-3339-6424 〇

社会医療法人社団健友会　やまと
診療所

165-0034 中野区大和町3-3-12 03-3339-5640 〇

医療法人社団渡辺会　大場診療所 165-0034 中野区大和町3-40-6 03-3330-0073 〇

高梨医院 165-0034 中野区大和町4-10-21 03-3337-6987 〇

医療法人社団Ｔ３－ＭＥＤＩＣＡＬ　
つるた鷺ノ宮クリニック

165-0035 中野区白鷺1-7-15 03-5373-8460 〇
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木村医院 166-0001 杉並区阿佐谷北1-33-12 03-3338-7026 ○

阿佐谷クリニック 166-0001 杉並区阿佐谷北1-41-5 03-3338-5016 ○ ○

佐藤内科クリニック 166-0001 杉並区阿佐谷北2-13-2 03-5327-5885 ○ ○

西公園前クリニック 166-0001 杉並区阿佐谷北2-33-11 03-3339-1772 ○

藤村病院 166-0001 杉並区阿佐谷北4-21-20 03-3337-3934 ○

井上医院 166-0001 杉並区阿佐谷北5-47-17 03-3339-1132 ○

矢部医院 166-0001 杉並区阿佐谷北6-31-6 03-3338-6449 ○

清見内科クリニック 166-0002 杉並区高円寺北2-22-5 03-3310-0220 ○

藤巻クリニック 166-0002
杉並区高円寺北2-9-2
高円寺シティハウス1Ｆ

03-5364-2500 ○ ○

窪田クリニック 166-0002
杉並区高円寺北3-25-20
S・Kビル1F

03-6265-5791 ○

よしひさ内科クリニック 166-0002
杉並区高円寺北3-35-26
Ｔ’s garden高円寺1F

03-5327-5577 ○

佐口脳神経外科・内科クリニック 166-0002
杉並区高円寺北3-42-12
一真舎1階

03-5356-6234 ○ ○

高円寺同愛診療所 166-0002 杉並区高円寺北4-16-11 03-5327-5450 ○ ○

青木胃腸科クリニック 166-0003 杉並区高円寺南1-5-2 03-3316-2054 ○

ふじさきクリニック 166-0003 杉並区高円寺南1-6-19 03-6912-9581 ○

清水内科クリニック 166-0003
杉並区高円寺南1-7-4
杉木ビル403

03-3318-2431 ○

林医院 166-0003 杉並区高円寺南2-21-1 03-3311-1856 ○

篠宮クリニック 166-0003
杉並区高円寺南2-45-17
コーヨービル1F

03-5307-3277 ○

よしだ内科 166-0003
杉並区高円寺南4-19-1
山長ビル1F

03-3311-3293 ○

高円寺整形外科 166-0003
杉並区高円寺南4-29-2
高円寺メディカルプラザ2F

03-5377-3291 ○

しんえい糖健診クリニック 166-0003
杉並区高円寺南4-6-7
アンフィニビル3F

03-6383-1870 ○

こじま内科 166-0003 杉並区高円寺南5-40-17 03-3316-3987 ○

あんずクリニック 166-0003 杉並区梅里1-7-15-3F 03-5305-3358 ○

野崎クリニック 166-0004
杉並区阿佐ヶ谷南3-37-13
大同ビル301

03-3396-3222 ○

はやま消化器内科クリニック 166-0004
杉並区阿佐谷南1-17-17
朝倉ビル1F

03-3313-6600 ○

家田医院 166-0004 杉並区阿佐谷南1-32-23 03-3311-1087 ○

けやき内科クリニック 166-0004 杉並区阿佐谷南1-33-16 03-3311-0437 ○
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内科小児科山住医院 166-0004 杉並区阿佐谷南1-38-2 03-3314-2381 ○

阿佐谷循環器 166-0004
杉並区阿佐谷南1-6-3
山田ビル2Ｆ

03-3315-0367 ○

林脳神経外科メディカルクリニック 166-0004
杉並区阿佐谷南1-9-2
ｇooｄビル

03-5305-8831 ○

原内科放射線科 166-0004 杉並区阿佐谷南2-14-3 03-3311-2222 ○

清川病院 166-0004 杉並区阿佐谷南2-31-12 03-3312-0151 ○

つぐ内科 166-0004 杉並区阿佐谷南3-1-23-3F 03-3391-8234 ○ ○

香取内科クリニック 166-0004 杉並区阿佐谷南3-34-10 03-5335-5717 ○

駅前つのだクリニック 166-0004
杉並区阿佐谷南3-37-1
ＰＬＡＮＯ5階

03-5335-7480 ○

内山肛門科胃腸科クリニック 166-0011
杉並区梅里1-5-15
1515ビル3F

03-5377-7355 ○

松浦クリニック 166-0011
杉並区梅里1-6-3
プラムコートワタナベ103

03-3318-6101 ○

新高円寺クリニック 166-0011
杉並区梅里1-7-17
K&Ⅱビル301

03-5377-5388 ○

石沢クリニック 166-0011
杉並区梅里2-1-15
新高円寺三和ビル3階

03-5929-1922 ○

継医院 166-0011 杉並区梅里2-4-8 03-3311-3067 ○

富士見クリニック 166-0012
杉並区和田1-1-12
富士見町ペガスビル３階

03-3382-2200 ○

救世軍ブース記念病院 166-0012 杉並区和田1-40-5 03-3381-7236 ○ ○

和光診療所 166-0012 杉並区和田1-68-9 03-3384-8381 ○ ○

立正佼成会附属佼成病院健康管理
室

166-0012 杉並区和田2-25-1 03-6282-4464 ○ ○

土持医院 166-0012 杉並区和田2-41-8 03-3381-1313 ○

和田堀診療所 166-0012 杉並区和田2-42-5 03-3381-6840 ○

和田クリニック 166-0012 杉並区和田3-15-15 03-3381-5411 ○ ○

米村医院 166-0012 杉並区和田3-38-8 03-5378-8818 ○

武正内科 166-0012 杉並区和田3-47-14 03-3311-3737 ○ ○

岩﨑小児科医院 166-0012 杉並区和田3-49-7 03-5377-0015 ○

医療法人社団東京千羽会千羽方南
町クリニック

166-0013 杉並区堀ノ内1-2-10-105 03-6383-2381 ○

杉並堀ノ内クリニック 166-0013
杉並区堀ﾉ内2-29-14
ライオンズマンション新高円寺1F

03-5929-1611 ○

渡辺医院 166-0013 杉並区堀ﾉ内3-10-16 03-3311-7893 ○ ○

石井こども・内科循環器科クリニック 166-0014 杉並区松ﾉ木1-6-21 03-3314-5677 ○ ○
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みさき診療所 166-0014 杉並区松ﾉ木3-11-8 03-5306-1448 ○

せいきょう診療所 166-0014 杉並区松ノ木3-23-8 03-3313-7365 ○

松の木３丁目クリニック 166-0014 杉並区松ノ木3-26-3 03-5929-7385 ○ ○

今関医院 166-0015 杉並区成田東2-31-10 03-3311-2169 ○

たけうち内科 166-0015 杉並区成田東3-12-13 03-3313-8428 ○

長沼内科 166-0015 杉並区成田東3-36-8 03-3311-1803 ○ ○

成宗診療所 166-0015 杉並区成田東4-13-6 03-3392-6967 ○ ○

可児医院 166-0015 杉並区成田東4-23-2 03-3311-0306 ○

中村外科小児科医院 166-0015 杉並区成田東4-9-15 03-3398-2216 ○

佐々木内科・循環器内科クリニック 166-0016 杉並区成田西2-11-6 03-5335-7121 ○ ○

杉並すだクリニック 167-0021 杉並区井草1-16-4 03-3395-1192 ○ ○

木村クリニック 167-0021 杉並区井草1-18-11 03-3397-7787 ○

伊東医院 167-0021 杉並区井草1-19-27 03-3399-3848 ○

角田外科医院 167-0021 杉並区井草1-2-15 03-3399-1663 ○

なかがわ内科クリニック 167-0021
杉並区井草1-2-5
ワイズスクエア101

03-5311-5577 ○ ○

山本クリニック 167-0021
杉並区井草1-8-9
アセッツ下井草100号室

03-3301-7856 ○

井草内科クリニック 167-0021 杉並区井草3-17-14 03-5311-7077 ○

海老沢医院 167-0021 杉並区井草3-24-8 03-3390-1289 ○

丸尾医院 167-0021 杉並区井草4-6-2 03-3390-2370 ○

別府医院 167-0022 杉並区下井草1-4-3 03-3336-6921 ○

石川小児科医院 167-0022 杉並区下井草2-10-7 03-3390-3671 ○

柿田医院 167-0022 杉並区下井草2-23-5 03-3395-3602 ○

近藤医院 167-0022 杉並区下井草2-36-24 03-3397-6868 ○

飯高医院 167-0022 杉並区下井草3-38-10 03-3390-2656 ○

はぶ小児科・内科 167-0022
杉並区下井草3-38-17
VIEWカワシマ

03-6913-7380 ○

宮川整形外科内科 167-0022 杉並区下井草3-4-5 03-3399-0010 ○

ふるはた医院 167-0022 杉並区下井草4-16-2 03-5930-9119 ○
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富川医院 167-0022 杉並区下井草4-6-17 03-3399-4514 ○

井荻クリニック 167-0022 杉並区下井草5-18-7 03-6915-0251 ○

柁原医院 167-0023 杉並区上井草1-25-18 03-3399-8861 ○ ○

若草クリニック 167-0023 杉並区上井草2-19-4 03-3396-0308 ○

たむらクリニック 167-0023 杉並区上井草3-31-15 03-5303-5701 ○ ○

上井草内科・循環器クリニック 167-0023 杉並区上井草3-31-23 03-5303-6722 ○

よこいファミリークリニック 167-0023 杉並区上井草4-11-1 03-5303-8955 ○

越川病院 167-0023 杉並区上井草4-4-5 03-3394-1010 ○

河北前田病院 167-0031 杉並区本天沼1-2-1 03-3330-0384 ○

桜井クリニック 167-0031 杉並区本天沼3-12-25 03-3394-6436 ○

荻窪ふしみクリニック 167-0032 杉並区天沼2-5-3 03-3220-2439 ○

医療法人財団アドベンチスト会東京
衛生アドベンチスト病院

167-0032 杉並区天沼3-17-3 03-3392-6189 ○

にれの木クリニック 167-0032 杉並区天沼3-2-18 03-5335-5868 ○ ○

天沼診療所 167-0032 杉並区天沼3-27-7 03-3393-1866 ○ ○

いそのクリニック 167-0032 杉並区天沼3-30-4 03-5397-5500 ○

根岸医院 167-0032 杉並区天沼3-36-17 03-3391-3938 ○

渕之上クリニック 167-0033
杉並区清水1-15-12
ローカス四面道1階

03-5382-0876 ○

成瀬医院 167-0033 杉並区清水2-22-22 03-5311-5133 ○ ○

百瀬医院 167-0033 杉並区清水2-5-5 03-5311-3456 ○

駒﨑医院 167-0034
杉並区上荻4-30-12
ロイヤルプレイス西荻窪1・2階

03-3395-5513 ○

奴田原医院 167-0034 杉並区桃井1-4-11 03-3397-2640 ○

諸岡クリニック 167-0035 杉並区今川1-1-4 03-3396-1520 ○

小林医院 167-0035
杉並区今川1-17-15
エステート柿の木

03-3396-3775 ○

荻窪病院 167-0035 杉並区今川3-1-24 03-3399-1101 ○ ○

上井草診療所 167-0035 杉並区今川3-30-10 03-3395-2400 ○

やまざきクリニック 167-0041 杉並区善福寺2-24-18 03-3394-3375 ○ ○

善福寺クリニック 167-0041 杉並区善福寺3-24-3 03-3395-6808 ○
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服部小児科医院 167-0042 杉並区西荻北2-37-10 03-3390-0770 ○

西荻クリニック 167-0042 杉並区西荻北2-5-13 03-3399-0434 ○

杉並リハビリテーション病院 167-0042 杉並区西荻北2-5-5 03-3396-3181 ○ ○

西荻司ビルクリニック 167-0042 杉並区西荻北3-12-10-2F 03-5382-2099 ○

山口内科耳鼻咽喉科 167-0042 杉並区西荻北3-19-10 03-3301-8714 ○

矢部クリニック 167-0042 杉並区西荻北3-25-21 03-3390-0731 ○

中谷循環器内科クリニック 167-0042
杉並区西荻北3-32-12
ルミノール西荻窪2F

03-6802-7914 ○ ○

ちぎら医院 167-0042 杉並区西荻北3-4-4 03-3390-1238 ○

大沼田メディカルクリニック 167-0042 杉並区西荻北3-45-9 03-5310-7010 ○

慶優クリニック 167-0042 杉並区西荻北4-33-16 03-5303-1188 ○ ○

近藤クリニック 167-0042
杉並区西荻北4-5-20
エイトハイツ

03-3301-0109 ○

清水クリニック 167-0042 杉並区西荻北5-6-1 03-3397-7220 ○

荻窪胃腸クリニック 167-0043
杉並区上荻1-16-6
第二丸三ビル3F

03-3391-1587 ○

吉田クリニック 167-0043
杉並区上荻1-18-12
春木家ビル2階

03-5347-7300 ○

藤多クリニック 167-0043
杉並区上荻1-9-1
ユアビルⅡ5階

03-3392-8811 ○

城西病院 167-0043 杉並区上荻2-42-11 03-3390-4166 ○ ○

河合内科クリニック 167-0043 杉並区上荻3-1-11 03-3399-8563 ○ ○

柴田メディカルクリニック 167-0043 杉並区上荻3-29-9 03-3395-7608 ○

中里医院 167-0043 杉並区上荻4-2-3 03-3390-5258 ○

おぎくぼ痛みのクリニック 167-0051
杉並区荻窪1-34-8
メゾンホワイト1F

03-3393-1371 ○

シャレール荻窪前やすだクリニック 167-0051 杉並区荻窪1-58-10 03-6383-5111 ○

都筑医院 167-0051 杉並区荻窪2-31-5 03-3391-5137 ○

都筑外科形成外科医院 167-0051 杉並区荻窪2-31-5 03-3392-8352 ○

横田医院 167-0051 杉並区荻窪4-11-19 03-3398-3205 ○

安田医院 167-0051 杉並区荻窪5-11-19 03-3391-5871 ○

桃井診療所 167-0051 杉並区荻窪5-13-2 03-3398-0723 ○ ○

すずらんクリニック 167-0051
杉並区荻窪5-13-9
ロイヤルフラット井上1Ｆ

03-3392-3981 ○
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山形内科消化器科 167-0051 杉並区荻窪5-19-15 03-3398-0160 ○

大村内科胃腸科クリニック 167-0051
杉並区荻窪5-25-12
パークハイム荻窪5-1F

03-5397-2345 ○

松山医院 167-0051
杉並区荻窪5-26-3
ニューライフ荻窪201

03-3393-5578 ○

医療法人社団明日会おぎくぼ内科
クリニック

167-0051
杉並区荻窪5-26-7
いずみビル2階

03-5347-2800 ○ ○

荻窪かえでクリニック 167-0051
杉並区荻窪5-27-5
中島第二ビル３階　301号室

03-6279-9894 ○

荻窪駅前クリニック 167-0051
杉並区荻窪5-27-8
FCビル4階

03-3220-9622 ○ ○

谷本内科クリニック 167-0051
杉並区荻窪5-9-21
パークハイム荻窪南1階

03-3391-0071 ○

山中病院 167-0052 杉並区南荻窪1-5-15 03-3335-5611 ○

櫛引医院 167-0053 杉並区西荻南2-4-5 03-3333-3839 ○

甲田医院 167-0053 杉並区西荻南3-16-1 03-3333-6444 ○

西荻窪診療所 167-0053 杉並区西荻南4-2-7 03-3333-5434 ○ ○

中川クリニック 167-0053 杉並区西荻南4-4-5 03-3335-2778 ○

石田外科医院 167-0054 杉並区松庵1-7-18 03-3334-0762 ○

医療法人社団森谷医院 167-0054 杉並区松庵1-8-6 03-3334-7285 ○

松庵内科クリニック 167-0054 杉並区松庵2-7-11 03-5370-2006 ○

こやなぎ内科クリニック 167-0054
杉並区松庵3-20-10
マストライフ西荻窪ANNEX1F

03-6454-2501 ○ ○

方南通り脳神経外科クリニック 168-0061
杉並区大宮1-3-12
ギャレリア杉並1F

03-6379-5755 ○

山田内科 168-0062 杉並区方南1-21-2 03-5301-3024 ○

至誠クリニック 168-0062 杉並区方南2-18-7 03-3315-4545 ○

方南町さくらクリニック 168-0062
杉並区方南2-20-5
鈴カ第2ビル１F

03-3315-1315 ○

はら医院 168-0062 杉並区方南2-28-3 03-3317-0380 ○

森本クリニック 168-0063
杉並区和泉1-11-20
フラット四季102号室

03-5329-4800 ○ ○

後藤医院 168-0063 杉並区和泉1-13-2 03-3321-4660 ○ ○

えいふく内科クリニック 168-0063 杉並区和泉3-33-21 03-3324-8333 ○

別所整形外科 168-0063 杉並区和泉3-4-6 03-3322-6252 ○

西山内科クリニック 168-0063
杉並区和泉3-46-8
ファミーユ和泉1F

03-5355-7778 ○

和泉胃腸内科 168-0063 杉並区和泉3-5-11 03-3321-6355 ○
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内山クリニック 168-0063
杉並区和泉3-6-2
プラムビル1階

03-5355-3535 ○ ○

桂医院 168-0063 杉並区和泉3-62-4 03-3328-4430 ○ ○

山川クリニック 168-0063
杉並区和泉4-1-22パークホームズ
杉並和泉ザレジデンス

03-6304-7728 ○ ○

いりたに内科クリニック 168-0063
杉並区和泉4-51-6
フォンティ－ヌ杉並1Ｆ

03-5305-5788 ○

滝澤医院 168-0064 杉並区永福2-12-10 03-3328-5316 ○

西永福内科クリニック 168-0064 杉並区永福3-26-7 03-3325-3531 ○

柳澤医院 168-0064 杉並区永福3-55-10 03-3327-0157 ○

おおくらクリニック 168-0064
杉並区永福4-1-4
永福ランドビル2F

03-5355-5801 ○ ○

東京大塚医院 168-0064 杉並区永福4-18-4 03-3322-5311 ○

浜田山常山医院 168-0065 杉並区浜田山3－3－9 03-5317-1176 ○ ○

浜田山診療所 168-0065 杉並区浜田山2-14-5 03-3302-6601 ○

保元クリニック 168-0065 杉並区浜田山2-20-20 03-5357-3630 ○

浜田山ファミリークリニック 168-0065 杉並区浜田山3-35-13 03-5929-9151 ○ ○

わたなべ内科皮膚科クリニック 168-0065 杉並区浜田山4-14-7 03-3318-8048 ○ ○

こわぐち内科クリニック 168-0065 杉並区浜田山4-16-4-121 03-5929-1857 ○

浜田山病院 168-0065 杉並区浜田山4-1-8 03-3311-1195 ○

朋愛内科医院 168-0071 杉並区高井戸西1-17-32 03-3334-0782 ○

オザワ整形外科 168-0071 杉並区高井戸西1-27-21 03-3333-8558 ○

循環器科内科　小川医院 168-0071
杉並区高井戸西2-9-5
山手ビル2F

03-3332-7063 ○

屠内科クリニック 168-0071 杉並区高井戸西2-9-7 03-6662-6614 ○

長澤クリニック 168-0072 杉並区高井戸東2-13-8 03-5336-8202 ○

高井戸東健診クリニック 168-0072 杉並区高井戸東2-3-14 03-3331-6823 ○ ○

人見クリニック 168-0072 杉並区高井戸東3-16-25 03-5370-2166 ○

あおき内科クリニック 168-0072 杉並区高井戸東3-26-12-2F 03-3332-2525 ○

ファミリークリニック高井戸 168-0072 杉並区高井戸東3-28-6 03-5346-7390 ○ ○

神馬クリニック 168-0073 杉並区下高井戸1-1-6 03-5355-1500 ○

木暮クリニック 168-0073
杉並区下高井戸1-41-6
上北沢森ビル102

03-3329-3003 ○
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ひろ永福クリニック 168-0073 杉並区下高井戸3-23-8 03-3303-1231 ○

ロイヤル病院 168-0073 杉並区下高井戸4-6-2 03-3302-7331 ○

河西産婦人科医院 168-0073 杉並区下高井戸5-4-21 03-3304-3508 ○

小林クリニック 168-0074 杉並区上高井戸1-14-6-102 03-3329-8052 ○ ○

山形医院 168-0074 杉並区上高井戸1-5-3 03-3303-7058 ○

あべ内科消化器科クリニック 168-0074
杉並区上高井戸1-8-4
TOYAビル3階

03-6426-0205 ○ ○

ささき医院 168-0081 杉並区宮前1-14-10 03-3332-4841 ○

中島医院 168-0081 杉並区宮前2-23-11 03-5941-5155 ○ ○

松崎医院 168-0081 杉並区宮前3-6-2 03-3333-0455 ○

井の頭通りこう門科胃腸科 168-0081 杉並区宮前4-26-6 03-5336-8550 ○

井の頭通りクリニック 168-0081 杉並区宮前4-27-7-101 03-5346-7077 ○

つかだクリニック 168-0081
杉並区宮前5-15-21-201
久我山クリニックモール内

03-5336-6626 ○ ○

寺田病院 168-0081 杉並区宮前5-18-16 03-3332-1166 ○

あきやま内科クリニック 168-0082
杉並区久我山3－20－15　　　　　A
＆T　HOF　1F

03-5336-3301 ○

詫摩整形外科 168-0082 杉並区久我山2-13-4 03-3334-5300 ○

のはらクリニック 168-0082 杉並区久我山2-23-31 03-5336-6122 ○

柳下クリニック 168-0082 杉並区久我山3-17-32 03-3331-2426 ○

久我山クリニック 168-0082 杉並区久我山3-27-5 03-5336-7078 ○

篠原内科医院 168-0082
杉並区久我山4-1-5
田中ビル202

03-5336-6636 ○

久我山おおすぎ診療所 168-0082 杉並区久我山4-50-30 03-5336-6780 ○

おおすが内科 168-0082
杉並区久我山5-5-17-101
エヌ・エム久我山

03-6425-8535 ○

浴風会病院 168-8535 杉並区高井戸西1-12-1 03-3332-6511 ○

山口医院 170-0001 豊島区西巣鴨1-19-17 03-3915-5885 ○

仙石クリニック 170-0001 豊島区西巣鴨1-21-4 03-3576-5858 ○

藤本医院 170-0001 豊島区西巣鴨1-9-1 03-5974-1577 ○

月本診療所 170-0001 豊島区西巣鴨2-1-16 03-3918-6272 ○

久保田クリニック 170-0001 豊島区西巣鴨3-19-3 03-3917-0062 ○
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高田クリニック 170-0001 豊島区西巣鴨3-25-11-207 03-3576-7275 ○

すがも腎クリニック 170-0002 豊島区巣鴨1-18-8 03-6902-3880 ○

松丸胃腸科外科 170-0002 豊島区巣鴨1-24-8-1F 03-3944-4462 ○

巣鴨泌尿器科内科クリニック 170-0002
豊島区巣鴨1-30-2 
ﾊｲﾂｻﾝｱﾍﾞﾆｭｰ 2F

03-6912-0767 ○

及川医院 170-0002 豊島区巣鴨1-40-5 03-3945-9270 ○

小林内科クリニック 170-0002 豊島区巣鴨1-4-1 03-5977-8070 ○

巣鴨クリニック 170-0002
豊島区巣鴨2-4-2 
岡田ﾋﾞﾙ301

03-3918-1666 ○

巣鴨こし石クリニック 170-0002 豊島区巣鴨3-30-3 03-3918-6566 ○

司生堂クリニック 170-0002 豊島区巣鴨3-33-3 03-3910-8181 ○

とよかま内科 170-0002
豊島区巣鴨3-34-10 
ｲ-ｸﾞﾙ巣鴨101号室

03-5961-5152 ○

巣鴨医院 170-0002 豊島区巣鴨4-22-4 03-5567-1955 ○

吉田クリニック 170-0002 豊島区巣鴨4-30-12 03-5907-3553 ○

江戸橋診療所 170-0002 豊島区巣鴨4-4-8 03-3918-1768 ○

駒込あおば内科 170-0003 豊島区駒込1-38-2 2Ｆ 03-5981-6888 ○

駒一クリニック 170-0003 豊島区駒込1-4-1 03-5977-8701 ○

安井医院 170-0003 豊島区駒込1-44-1 03-3941-5677 ○

高橋クリニック 170-0003
豊島区駒込2-12-11 
古川ﾋﾞﾙ2F

03-5907-7311 ○

金澤医院 170-0003 豊島区駒込3-5-7 03-3910-4952 ○

野田さくらハートクリニック 170-0003 豊島区駒込4-15-19 03-3915-5500 ○

みやけ医院 170-0003 豊島区駒込4-2-17 03-6903-7211 ○

こまごめ整形外科内科 170-0003
豊島区駒込6-27-10 
ｼｬﾝﾎﾟｰﾙ清1Ｆ

03-5907-5700 ○

幸和クリニック 170-0003 豊島区駒込6-33-17 03-3917-8105 ○

一心病院 170-0004 豊島区北大塚1-18-7 03-3918-1215 ○

大塚山田脳神経外科クリニック 170-0004
豊島区北大塚2-10-5 
北大塚ＢＭＡﾋﾞﾙ3階

03-5961-0533 ○

山下診療所大塚 170-0004
豊島区北大塚2-13-1 
GHYﾋﾞﾙ5F

03-3910-6711 ○

伊藤内科小児科医院 170-0004 豊島区北大塚2-17-12 03-3918-4074 ○

晴和ハートクリニック 170-0004
豊島区北大塚2-2-5　
晴和ビル３F

03-3917-3503 ○
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横山クリニック 170-0004
豊島区北大塚2-2-5　
晴和ビル６F

03-5985-6006 ○

大塚メディカルクリニック 170-0004 豊島区北大塚2-27-3 03-5961-5850 ○

大塚北口診療所 170-0004
豊島区北大塚2-6-12 
青木ﾋﾞﾙ

03-3949-1141 ○

さかつげ医院 170-0005 豊島区南大塚1-27-16 03-3946-7278 ○

モモ・メディカル・クリニック 170-0005 豊島区南大塚1-51-1 03-3945-3344 ○

渡辺胃腸科医院 170-0005 豊島区南大塚1-53-1 03-3943-6371 ○

大塚第一診療所 170-0005 豊島区南大塚2-25-20 03-3941-0888 ○

まの産婦人科 170-0005
豊島区南大塚2-25-9 
田口ﾋﾞﾙ1階

03-5940-0303 ○

くにやクリニック 170-0005 豊島区南大塚2-37-11-101 03-5319-0873 ○

南大塚クリニック 170-0005
豊島区南大塚2-41-9 
坂本ﾋﾞﾙ1F

03-3943-7277 ○

クリニック西川 170-0005
豊島区南大塚2-45-9 
ﾔﾏﾅｶﾔﾋﾞﾙ1F

03-5395-0721 ○

大塚・栄一クリニック 170-0005
豊島区南大塚3-45-5 
ｻﾝﾕｰｽﾋﾞﾙ１階

03-3987-8110 ○

田村医院 170-0011 豊島区池袋本町1-45-16 03-3971-4922 ○

岡田医院 170-0011 豊島区池袋本町2-32-8 03-3982-6051 ○

松浦クリニック 170-0011 豊島区池袋本町3-22-23 03-5952-7166 ○

関内科小児科 170-0012 豊島区上池袋1-10-5 03-3916-5200 ○

豊島中央病院 170-0012 豊島区上池袋2-42-21 03-3916-7211 ○

なかやクリニック 170-0012 豊島区上池袋2-44-7 03-3917-1888 ○

たかのクリニック 170-0012 豊島区上池袋3-34-12 03-3916-3818 ○

江夏医院 170-0012 豊島区上池袋4-2-3-1F 03-3915-6824 ○

山下医院 170-0013 豊島区東池袋2-11-8 03-3971-4994 ○

藤山医院 170-0013 豊島区東池袋2-18-6 03-3981-8439 ○

おおこし医院 170-0013 豊島区東池袋2-26-4 03-3971-3012 ○

後藤クリニック 170-0013
豊島区東池袋2-45-4 
ﾒﾛｽ学園ﾋﾞﾙ1F

03-5928-0510 ○

岡本病院 170-0013 豊島区東池袋2-5-5 03-3987-6580 ○

水庭クリニック 170-0013 豊島区東池袋2-55-4 03-3971-7057 ○

さとう消化器内科クリニック 170-0013
豊島区東池袋2-60-3 
ｸﾞﾚｲｽﾛｰﾀﾘｰﾋﾞﾙ2Ｆ

03-3590-8111 ○
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高橋内科医院 170-0013 豊島区東池袋3-13-13 03-3971-4581 ○

西沢クリニック 170-0013
豊島区東池袋5-49-6 
白峰社ﾋﾞﾙ6F

03-5958-7738 ○

林胃腸科外科クリニック 170-6007
豊島区東池袋3-1-1 
ｻﾝｼｬｲﾝ60ﾋﾞﾙ7F

03-3988-5700 ○

矢部クリニック 171-0014 豊島区池袋2-24-2 03-3982-3191 ○

博慈会としまクリニック 171-0014
豊島区池袋2-37-10 
山口ビル1Ｆ

03-3982-8400 ○

たじま医院 171-0014 豊島区池袋2-61-5 03-3971-0388 ○

関野病院 171-0014 豊島区池袋3-28-3 03-3986-5501 ○

渡辺医院 171-0014 豊島区池袋3-5-24 03-3988-1861 ○

阿部医院 171-0014 豊島区池袋3-70-1 03-3971-5570 ○

土屋医院 171-0014 豊島区池袋4-17-10 03-3971-1848 ○

富士クリニック 171-0014
豊島区池袋4-1-9 
東光ﾊイツ1F

03-3985-7341 ○

松村循環器科医院 171-0014 豊島区池袋4-34-8 03-3971-3037 ○

藤田クリニック 171-0021
豊島区西池袋1-2-2 
ｳｴｽﾄﾜﾝﾋﾞﾙ3F

03-3981-7728 ○

池袋大谷クリニック 171-0021 豊島区西池袋1-39-4 03-3986-0337 ○

池袋大久保医院 171-0021 豊島区西池袋1-43-5 03-3987-3785 ○

ノガキクリニック 171-0021
豊島区西池袋3-22-13 
丸栄ﾋﾞﾙ2F

03-3980-6150 ○

西池袋醫院 171-0021 豊島区西池袋4-32-8 03-6909-3303 ○

タワーグランディア内科クリニック 171-0021
豊島区西池袋5-5-21 
ｻﾞ･ﾀﾜｰｸﾞﾗﾝﾃﾞｨｱ2F

03-5911-7591 ○

恵クリニック 171-0022 豊島区南池袋1-7-20 03-3980-0378 ○

伊藤医院 171-0022 豊島区南池袋2-19-1 03-3971-6073 ○

大木医院 171-0022 豊島区南池袋2-19-4 03-5391-7886 ○

木村整形外科 171-0022 豊島区南池袋2-29-4 03-3984-3306 ○

池袋ドルフィンクリニック 171-0022
豊島区南池袋2-45-3　
としまエコミューゼタウン２Ｆ

03-5904-8177 ○

あずま通りクリニック 171-0022 豊島区南池袋3-18-34-101 03-3982-7203 ○

目白整形外科内科 171-0031 豊島区目白2-38-2 03-5960-7800 ○

クリニック安田 171-0031
豊島区目白2-5-27 
目白邸苑ﾋﾞﾙ2F

03-3986-4466 ○

目白おかの内科 171-0031
豊島区目白3-16-15 
茜ﾋﾞﾙ1F

03-5988-3363 ○
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目白駅前クリニック 171-0031
豊島区目白3-4-11 
ﾋｭｰﾘｯｸ目白3Ｆ

03-5906-5806 ○

目白ＭＭクリニック 171-0031
豊島区目白3-4-12　
Ｅ＆Ｋビル5Ｆ

03-6915-3250 ○

めじろ内科クリニック 171-0031
豊島区目白3-5-11 
ＮＯＢﾋﾞﾙ3F

03-3953-5831 ○

目白医院 171-0031
豊島区目白3-5-13 
ﾋｼﾞﾔﾋﾞﾙ7F

03-3954-0062 ○

荒木医院 171-0031 豊島区目白3-6-4 03-3953-4006 ○

西條医院 171-0031 豊島区目白5-2-10 03-3951-5145 ○

平井医院 171-0032 豊島区雑司が谷1-26-10 03-3971-8064 ○

川口クリニック 171-0032 豊島区雑司が谷1-9-7 03-5396-8036 ○

鬼子母神診療所 171-0032 豊島区雑司が谷3-3-17 03-3984-6821 ○

清水クリニック 171-0032 豊島区雑司が谷3-7-3 03-3980-8182 ○

鶉山医院 171-0032
豊島区雑司が谷3-8-10 
ｾﾚﾅ雑司が谷101

03-3982-1331 ○

町のクリニック目白 171-0033
豊島区高田1-18-21
ﾒｿﾞﾝｿﾚｲﾕ1F

03-3971-5500 ○

高田馬場病院 171-0033 豊島区高田3-8-9 03-3971-5114 ○

清水医院 171-0042 豊島区高松2-56-7 03-3955-5308 ○

手塚クリニック 171-0043 豊島区要町1-11-1 03-3957-3456 ○

要町ホームケアクリニック 171-0043 豊島区要町1-11-11－203 03-3957-7501 ○

要町病院 171-0043 豊島区要町1-11-13 03-3957-3181 ○

副都心病院 171-0043 豊島区要町1-18-5 03-3957-2928 ○

もみの木クリニック 171-0043
豊島区要町2-4-8 
大恵ﾋﾞﾙ2階

03-5966-5577 ○

守矢クリニック 171-0043 豊島区要町2-7-14 03-5995-5551 ○

千川産婦人科医院 171-0043 豊島区要町3-10-1 03-3957-1332 ○

千川篠田整形外科 171-0043 豊島区要町3-13-8 03-3959-4114 ○

もりかわ医院 171-0043 豊島区要町3-21-11-3F 03-5966-1316 ○

千川胃腸内科外科クリニック 171-0043
豊島区要町3-39-5 
ｱｼﾞﾘｱ千川駅前2F

03-5986-1020 ○

豊島整形外科・内科 171-0044 豊島区千早4-34-7 03-5917-2833 ○

武藤クリニック 171-0051 豊島区長崎1-22-11 03-3957-7065 ○

寺田クリニック 171-0051 豊島区長崎2-27-19 03-3957-4567 ○
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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）

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

衞藤医院 171-0051 豊島区長崎2-3-19 03-3957-2284 ○

ながしま脳外科
・内科クリニック

171-0051
豊島区長崎3-19-14 
ﾐｻﾞｰﾙﾋﾞﾙ1F

03-5917-6850 ○

進士医院 171-0051 豊島区長崎4-14-14 03-3959-0525 ○

豊島長崎クリニック 171-0051 豊島区長崎4-25-15 03-6905-8682 ○

東長崎駅前内科クリニック 171-0051 豊島区長崎4-7-11 03-5926-9664 ○

しゅっとう医院 171-0051
豊島区長崎4-7-12 
相澤ﾋﾞﾙ1階

03-3958-7200 ○

しのざきクリニック 171-0051 豊島区長崎5-1-31-201 03-5966-2249 ○

吾妻医院 171-0051 豊島区長崎6-2-12 03-3957-5502 ○

古明地医院 171-0052 豊島区南長崎1-16-17 03-3951-6808 ○

ファミリークリニック　
しいなまち

171-0052
豊島区南長崎1-25-16　
ﾌｧｰﾏｼﾃｨⅡ２Ａ

03-6908-2234 ○

椎名町クリニック 171-0052
豊島区南長崎1-25-6 
ｸﾞﾘﾝｽﾃｨ1Ｆ

03-5988-0131 ○

河住内科循環器科 171-0052 豊島区南長崎1-5-18 03-3951-0410 ○

井口クリニック 171-0052 豊島区南長崎2-5-12 03-5988-7595 ○

南長崎こみ山医院 171-0052 豊島区南長崎3-14-17 03-3953-0086 ○

平間医院 171-0052 豊島区南長崎3-39-13 03-3951-3361 ○

本阿弥医院 171-0052 豊島区南長崎4-24-12 03-3953-1411 ○

きたほり内科クリニック 171-0052 豊島区南長崎4-5-20 03-3565-7710 ○

としま昭和病院 171-0052 豊島区南長崎5-17-9 03-3953-5555 ○

城田医院 171-0052 豊島区南長崎5-5-2 03-3950-0776 ○

柳沢医院 171-0052 豊島区南長崎6-21-21 03-3951-5107 ○

小川クリニック 171-0052 豊島区南長崎6-7-11 03-3951-0356 ○
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