
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）

医療法人社団珠泉会　
いなメディカルクリニック

190-0142 あきる野市伊奈477-1 042-596-0881 ○

まつむらこどもクリニック 197-0834
あきる野市引田225　
丸徳ビル101

042-559-3322 ○

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

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

医療法人社団厚仁会　奥野医院 197-0831 あきる野市下代継95-11 042-559-2568 ○

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

医療法人社団秀仁会　櫻井病院 197-0811 あきる野市原小宮1-14-11 042-558-7007 ○

あきるの杜きずなクリニック 197-0164 あきる野市五日市149-1 042-596-6736 ○

医療法人社団優和会　佐藤内科循
環器科クリニック

197-0804 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 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 あきる野市秋川6-5-1 042-559-5761 ○

医療法人社団蹊洋会　
朱膳寺内科クリニック

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

医療法人社団幸誠会　星野小児科
内科クリニック

197-0822 あきる野市小川東1-19-20-1F 042-559-7332 ○

医療法人社団賢秀会　小机クリニッ
ク

190-0165 あきる野市小中野160 042-596-3908 ○

あべクリニック 197-0803 あきる野市瀬戸岡474-6 042-558-7730 ○

医療法人社団みやびの会　あきる
野総合クリニック

197-0802 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 あきる野市草花2724 042-558-7127 ○

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

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

瀬戸岡医院 197-0814 あきる野市二宮1240 042-558-3930 ○

医療法人社団桜幸会　さくらクリニッ
ク

197-0823 あきる野市野辺1003 042-559-0118 ○

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

河辺駅前クリニック 198-0036
青梅市河辺町10-11-1スプリング河辺
駅前メディカルビル102号

0428-21-5588 ○

奥多摩病院 198-0212
西多摩郡奥多摩町
氷川１，１１１

0428-83-2145 〇

双葉会診療所 198-0213 西多摩郡奥多摩町海沢５００ 0428-83-3454 〇

古里診療所 198-0105 西多摩郡奥多摩町小丹波８２ 0428-85-2226 〇

川辺医院 198-0212 西多摩郡奥多摩町氷川１７７ 0428-83-2136 〇
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特定保健指導

動機付
け支援
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馬場内科クリニック 190-0181
西多摩郡日の出町大久野
1062番地1

042-597-0550 〇

日の出ヶ丘病院 190-0181
西多摩郡日の出町大久野
310番地

042-597-0811 〇

大久野病院 190-0181
西多摩郡日の出町大久野
6416番地

042-597-0873 〇

檜原村国民健康保険檜原診療所 190-0211 西多摩郡檜原村2717番地 042-598-0115 ○

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

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

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

山川医院 205-0011
羽村市五ノ神1-2-1
サカヤビル１階

042-554-3111 ○

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

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

042-578-8875 ○

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

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

いずみクリニック 205-0002 羽村市栄町2-6-29 042-555-8018 ○

医療法人社団甲神会羽村在宅クリ
ニック

205-0023 羽村市神明台1-28-11　1階 042-533-4780 ○

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

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

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

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

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

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

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

042-554-0188 ○

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

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

羽村整形外科リウマチ科クリニック 205-0003 羽村市緑ヶ丘5-7-11 042-570-1170 ○

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

石畑診療所 190-1211 西多摩郡瑞穂町大字石畑２０７ 042-557-0072 ○

医療法人社団　竹栄会
みずほクリニック

190-1231
西多摩郡瑞穂町大字長岡長谷部
３１－１

042-568-0300 ○
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医療法人財団　幹人会
菜の花クリニック

190-1212 西多摩郡瑞穂町大字殿ケ谷４５４ 042-557-7995 ○

（医社）久遠会　
高沢病院

190-1201
西多摩郡瑞穂町大字二本木７２２
－１

042-556-2311 ○

高水医院 190-1221
西多摩郡瑞穂町大字箱根ケ崎２８
２

042-557-0028 ○

医療法人社団　秀三会
栗原医院

190-1221 西多摩郡瑞穂町大字箱根ケ崎６１ 042-557-0100 ○

医療法人社団　成蹊会
丸野医院

190-1232 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 西多摩郡瑞穂町長岡1丁目５１－２ 042-557-0018 ○

片平医院 198-0036 青梅市河辺町10-16-20 0428-21-1741 ○

丹生クリニック 198-0036
青梅市河辺町5-13-5
ｼｬﾙﾏﾝﾌｧﾐｰﾕ東京1階

0428-20-0078 ○

坂元医院 198-0036
青梅市河辺町5-21-3
ﾍﾞﾘﾃﾋﾞﾙ1階

0428-21-0019 ○

なごみクリニック 198-0036 青梅市河辺町8-13-19 0428-31-8038 ○

吉野医院 198-0036 青梅市河辺町8-7-7 0428-31-2350 ○

武蔵野台病院 198-0023 青梅市今井1-2586 0428-31-6632 ○

青梅今井病院 198-0023 青梅市今井1-2609-2 0428-31-8821 ○

大堀医院 198-0023 青梅市今井5-2440-178 0428-31-9098 ○

東原診療所 198-0021 青梅市今寺5-10-46 0428-33-9250 ○

土田医院 198-0004 青梅市根ヶ布2-1370-37 0428-84-0801 ○

中島内科循環器科クリニック 198-0031 青梅市師岡町3-19-13 0428-20-2611 ○

笹本医院 198-0084 青梅市住江町58 0428-24-3955 ○

小曾木診療所 198-0003 青梅市小曾木4-2787-3 0428-74-5340 ○

ゆだクリニック 198-0024 青梅市新町2-18-7 0428-30-0880 ○

千葉医院 198-0024 青梅市新町2-32-1 0428-32-5888 ○

あさひ整形外科クリニック 198-0024
青梅市新町3-3-1
宇源ビル2階

0428-32-4567 ○

新町クリニック 198-0024 青梅市新町3-53-5 0428-31-5312 ○

野本医院 198-0024 青梅市新町5-11-2 0428-31-7155 ○

青梅順心眼科クリニック 198-0024 青梅市新町9-4-4 0428-31-4146 ○

青梅成木台病院 198-0001 青梅市成木1-447 0428-74-4111 ○

田中医院 198-0044 青梅市西分町2-53 0428-22-2762 ○
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進藤医院 198-0043 青梅市千ヶ瀬町6-797-1 0428-78-3111 ○

大門診療所 198-0014 青梅市大門3-11-1 0428-30-3636 ○

青梅三慶病院 198-0086 青梅市大柳町1412 0428-24-7501 ○

沢井診療所 198-0172 青梅市沢井2-850-3 0428-78-8432 ○

青梅医院 198-0082 青梅市仲町241 0428-22-2043 ○

大河原森本医院 198-0082 青梅市仲町251 0428-22-2047 ○

下奥多摩医院 198-0052 青梅市長淵4-376-1 0428-22-2580 ○

井上医院 198-0052 青梅市長淵7-379 0428-24-2552 ○

多摩リハビリテーション病院 198-0052 青梅市長淵9-1412-4 0428-24-3798 ○

東青梅診療所 198-0042 青梅市東青梅1-7-5 0428-25-8651 ○

小林医院 198-0042 青梅市東青梅2-10-2 0428-24-2819 ○

林レディースクリニック 198-0042 青梅市東青梅3-8-8 0428-20-1887 ○

百瀬医院 198-0022 青梅市藤橋2-10-2 0428-31-3328 ○

馬場医院 198-0171 青梅市二俣尾1-249-1 0428-78-7651 ○

二俣尾診療所 198-0171 青梅市二俣尾4-954-1 0428-78-8981 ○

梅郷診療所 198-0063 青梅市梅郷3-755-1 0428-76-0112 ○

荒巻医院 198-0032 青梅市野上町4-3-6 0428-24-8561 ○

友田クリニック 198-0051 青梅市友田町3-136-1 0428-25-1173 ○

医療法人社団安井会セザイ皮フ科・
しゅういち内科

197-0022 福生市本町7-1 042-551-7889 ○

医療法人社団弘福会笠井クリニック 197-0012
福生市加美平１－１５－６　
フルヤビル１Ｆ

042-551-6611 ○

公立福生病院 197-0012 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 福生市加美平３－３５－１３ 042-551-2312 ○

島井内科小児科クリニック 197-0024
福生市牛浜１１８－１　コートエレガ
ンスＥｌｌｅ－Ｋ２Ｆ

042-553-6151 ○

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

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

医療法人社団山口外科医院 197-0023 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 福生市志茂３５－１ 042-530-0221 ○
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牛浜内科クリニック 197-0023 福生市志茂６２ 042-539-1951 ○

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

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

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

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

042-539-3026 ○

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

042-539-1223 ○

医療法人社団高村内科クリニック 197-0011 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
福生市福生１０４６　
コヤマビル３階

042-551-7545 ○

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

医療法人社団青山医院 197-0011 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 福生市福生６５７ 042-539-2300 ○

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