
令和3年度特定健診・特定保健指導契約機関リスト（東京都）

虎ノ門とうまクリニック 105-0001
港区虎ﾉ門1-1-16虎ﾉ門中央ﾋﾞﾙ
4F

03-3502-4081 ○

霞ケ関診療所 105-0001
港区虎ﾉ門1-1-18ﾋｭｰﾘｯｸ虎ﾉ門ﾋﾞ
ﾙ2F

03-3501-7797 ○

日比谷クリニック 105-0001
港区虎ﾉ門1-1-20虎ﾉ門実業会館
5F

03-3508-2508 ○

虎の門診療所 105-0001
港区虎ﾉ門1-1-25 虎の門1丁目ﾋﾞ
ﾙ5F

03-3502-3988 ○

川島医院 105-0001 港区虎ﾉ門1-8-14 三昭ﾋﾞﾙ3F 03-3519-6651 ○

アイビークリニック虎ノ門 105-0001 港区虎ﾉ門1-8-8 03-5501-1511 ○

神谷町クリニック 105-0001
港区虎ﾉ門3-17-1TOKYU REIT 
虎ﾉ門ﾋﾞﾙ1F

03-3433-0343 ○

虎ノ門せりざわ内科 105-0003 港区新橋1-22-5 ﾓﾘﾔﾋﾞﾙ2階 03-6257-3919 ○

新橋内視鏡クリニック 105-0003 港区西新橋1-17-8 須田ﾋﾞﾙ1F 03-6257-1957 ○

虎の門小澤クリニック 105-0003
港区西新橋1-20-3虎ﾉ門法曹ﾋﾞﾙ
1F

03-3507-1101 ○

藤美クリニック 105-0003 港区西新橋1-24-16平和ﾋﾞﾙ6F 03-3501-3705 ○

日産厚生会診療所 105-0003
港区西新橋1-2-9日比谷ｾﾝﾄﾗﾙﾋﾞ
ﾙ2F

03-3504-3812 ○

日比谷川畑診療室 105-0003 港区西新橋1-3-1 西新橋ｽｸｴｱ3F 03-3502-5711 ○

西新橋みむろクリニック 105-0003 港区西新橋1-5-9 TSﾋﾞﾙ4F 03-5251-8256 ○

ムラタクリニック 105-0003 港区西新橋2-16-5 03-5408-7511 ○

井上胃腸科内科医院 105-0004 港区新橋1-11-3 岩井ﾋﾞﾙ3F 03-3573-1690 ○

松崎内科クリニック 105-0004 港区新橋1-15-5 ﾍﾟﾙｻﾋﾞﾙ 9F 03-3591-7006 ○

新橋駅前内科クリニック 105-0004 港区新橋1-15-7新橋NFﾋﾞﾙ5F 03-3593-7660 ○

しんばし内科・脳神経内科クリニック 105-0004
港区新橋1-17-2 ﾀﾞｲﾜﾛﾈｯﾄﾎﾃﾙ地
下1階

03-3507-6066 ○

岡野内科診療所 105-0004
港区新橋1-18-14三洋堂本館ﾋﾞﾙ
8F

03-3502-8060 ○

日比谷公園健診クリニック 105-0004 港区新橋1-18-1航空会館4F 03-3595-0781 ○

新橋日比谷通リクリニック 105-0004 港区新橋2-12-16 明和ﾋﾞﾙ3F 03-3595-4976 ○

新橋田中内科 105-0004 港区新橋2-16-1ﾆｭｰ新橋ﾋﾞﾙ3F 03-3580-9466 ○

ニュー新橋クリニック 105-0004 港区新橋2-16-1ﾆｭｰ新橋ﾋﾞﾙ4F 03-3580-6775 ○

汐留みらいクリニック 105-0004 港区新橋2-19-2ﾘﾌﾟﾛ新橋ﾋﾞﾙ3F 03-3289-3381 ○

新橋青木クリニック 105-0004 港区新橋3-23-4 03-3432-0381 ○

川村内科医院 105-0004 港区新橋5-10-6川村ﾋﾞﾙ1F 03-3431-3322 ○
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新橋クリニック 105-0004 港区新橋5-15-5 交通ﾋﾞﾙ2F 03-3434-5151 ○

今井内科医院 105-0004 港区新橋5-7-12丸石新橋ﾋﾞﾙ2F 03-3432-2166 ○

芝診療所 105-0004 港区新橋6-19-21 03-3431-7491 ○

藏本内科クリニック 105-0011 港区芝公園1-7-15 池田ﾋﾞﾙ1F 03-5733-3355 ○

芝パーククリニック 105-0011 港区芝公園2-4-1芝ﾊﾟｰｸﾋﾞﾙ2F 03-3434-4485 ○

芝大門いまづクリニック 105-0012 港区芝大門1-1-14 03-6432-4976 ○

細川内科クリニック 105-0012 港区芝大門2-10-2 黒田ﾋﾞﾙ2F 03-5777-5331 ○

浜松町メディカルクリニック 105-0012 港区芝大門2-3-11芝清水ﾋﾞﾙ1F 03-6809-2152 ○

汐留健診クリニック 105-0013 港区浜松町1-17-10 0120-40-1086 ○

金杉橋クリニック 105-0013 港区浜松町2-13-4 KTﾋﾞﾙ3F 03-3432-5721 ○

おかだスマイルクリニック 105-0013
港区浜松町2-3-1 日本生命浜松
町ｸﾚｱﾀﾜｰ4F

03-6809-1725 ○

ぼだい樹クリニック 105-0014
港区芝1-15-13ｵﾌｨｽﾆｭｰｶﾞｲｱ浜
松町NO17 6F

03-6809-6346 ○

芝公園クリニック 105-0014 港区芝3-15-5-3F 03-3455-5525 ○

赤塚医院 105-0014 港区芝3-6-9芝公園ﾌﾟﾗｻﾞﾋﾞﾙ2F 03-3451-3323 ○

浜松町ハマサイトクリニック 105-0022 港区海岸1-2-20汐留ﾋﾞﾙﾃﾞｨﾝｸﾞ2F 03-5413-0049 ○

城山ガーデン桜十字クリニック 105-6003 港区虎ﾉ門4-3-1城山ﾄﾗｽﾄﾀﾜｰ3F 03-3433-1911 ○

汐留シティセンターセントラルクリ
ニック

105-7103
港区東新橋1-5-2汐留ｼﾃｨｾﾝﾀｰ
3F

03-5568-8702 ○

伊原医院 105-7290
港区東新橋1-7-1 汐留ﾒﾃﾞｨｱﾀﾜｰ
地下2階

03-3573-1800 ○

ぺディ汐留クリニック 105-7302
港区東新橋1-9-1東京汐留ﾋﾞﾙﾃﾞｨ
ﾝｸﾞB2F

03-6274-5074 ○

愛育病院 105-8321 港区芝浦1-16-10 0120-722-631 ○

岡部医院 106-0031 港区西麻布2-24-12 03-3407-0076 ○

西麻布インターナショナルクリニック 106-0031 港区西麻布3-17-20 LY西麻布2F 03-6447-5966 ○

神田第二クリニック 106-0031 港区西麻布3-20-14 梅田ﾋﾞﾙ2F 03-3402-0654 ○

西麻布クリニック 106-0031 港区西麻布3-20-6 杉友ﾋﾞﾙ1F 03-3403-6696 ○

ウスイ内科クリニック 106-0031 港区西麻布3-2-21 5F 03-3401-0271 ○

吉田医院 106-0031 港区西麻布3-24-24 03-3408-1049 ○

麻布光輝クリニック 106-0031 港区西麻布3-3-2 03-6240-2912 ○
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泉ガーデンクリニック 106-0032
港区六本木1-6-3泉ｶﾞｰﾃﾞﾝｳｨﾝｸﾞ 
B1F

03-5575-3888 ○

六本木ファーストクリニック 106-0032
港区六本木1-7-27全特六本木ﾋﾞﾙ
EAST1F

03-5574-7788 ○

中村クリニック 106-0032 港区六本木4-11-13-2F 03-3401-8003 ○

岸本クリニック 106-0032 港区六本木5-16-4-4F 03-3589-2112 ○

新赤坂クリニック 106-0032
港区六本木5-5-1六本木ﾛｱﾋﾞﾙ
11F

03-5770-1257 ○

六本木北浜診療所 106-0032
港区六本木6-1-20六本木電気ﾋﾞﾙ
2F

03-3402-0792 ○

モーニングクリニック六本木　内科耳
鼻咽喉科OR

106-0032
港区六本木6-1-8六本木ｸﾞﾘｰﾝﾋﾞﾙ
7F

03-5860-6935 ○

那須整形外科医院 106-0032 港区六本木6-5-20 03-3470-0015 ○

海渡医院 106-0041 港区麻布台1-10-11 03-3583-0265 ○

八木医院 106-0044 港区東麻布1-18-9-101 03-3583-0581 ○

古川医院 106-0044 港区東麻布3-7-13 MD麻布2F 03-3583-2837 ○

麻布医院 106-0045
港区麻布十番1-11-1ｴｽﾃｨﾒｿﾞﾝ麻
布十番3F

03-5545-8177 ○

大森真帆麻布十番クリニック 106-0045
港区麻布十番1-5-9 高橋ﾋﾞﾙ201 
2F

03-6455-4317 ○

たくま内科・神経内科クリニック 106-0045
港区麻布十番1-7-1MGB麻布十
番ﾋﾞﾙ4F

03-6434-7478 ○

みのやまクリニック 106-0045 港区麻布十番1-7-9酒井ﾋﾞﾙ4F 03-6459-2686 ○

馬場クリニック 106-0045 港区麻布十番2-13-2ｸﾏｲﾋﾞﾙ2F 03-3454-7788 ○

麻布十番整形外科 106-0045 港区麻布十番2-20-10 03-3452-5546 ○

中村麻布十番クリニック 106-0045
港区麻布十番2-2-10麻布十番ｽｸ
ｴｱ2F

03-5419-7300 ○

草間かほるクリニック 106-0045
港区麻布十番3-5-1 ﾊﾞﾙｺﾞ麻布ﾋﾞ
ﾙ5F

03-5730-1926 ○

麻布整形外科クリニック 106-0045
港区麻布十番3-6-9ﾋﾙｻｲﾄﾞ麻布
1F

03-5765-2020 ○

南麻布医院 106-0047 港区南麻布1-12-1 03-3452-3211 ○

劉内科整形外科 106-0047
港区南麻布2-2-13麻布ﾊｲﾌﾟﾗｻﾞ
205

03-5476-5489 ○

優里医院 106-0047
港区南麻布4-11-30南麻布渋谷ﾋﾞ
ﾙ7F

03-6450-3500 ○

広尾かなもりクリニック 106-0047
港区南麻布5-10-24 第2佐野ﾋﾞﾙ
4F

03-6408-0652 ○

古川橋病院　健診センター 106-8581 港区南麻布2-10-21 03-3453-5013 ○

赤坂見附前田病院 107-0051 港区元赤坂1-1-5 03-3408-9915 ○

湊メディカルクリニック 107-0052 港区赤坂2-11-3福田ﾋﾞﾙｳｴｽﾄ2F 03-5570-5888 ○
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メディカルスクエア赤坂 107-0052 港区赤坂2-17-17 03-3585-0365 ○

大星クリニック 107-0052
港区赤坂2-9-11ｵﾘｯｸｽ赤坂2丁目
ﾋﾞﾙB1

03-6426-5933 ○

ふなきクリニック 107-0052 港区赤坂3-15-9萬屋ﾋﾞﾙ5F 03-3505-0300 ○

赤坂中央クリニック 107-0052 港区赤坂3-21-16SKI 赤坂ﾋﾞﾙ2F 03-3582-4991 ○

マリーゴールドクリニック 107-0052 港区赤坂3-2-2 4F 03-3582-3131 ○

永沢クリニック 107-0052 港区赤坂3-5-2ｻﾝﾖｰ赤坂ﾋﾞﾙ2F 03-3583-6710 ○

赤坂内視鏡クリニック 107-0052 港区赤坂3-5-5 ｽﾄﾛﾝｸﾞ赤坂ﾋﾞﾙ5F 03-6441-2528 ○

清水クリニック 107-0052
港区赤坂4-4-11赤坂丹後町ﾋﾞﾙ
1F

03-6441-0358 ○

おおたけ消化器内科クリニック 107-0052 港区赤坂6-3-20HATﾋﾞﾙ4階 03-3588-1371 ○

七番館クリニック 107-0052 港区赤坂7-6-41赤坂七番館103 03-3584-7177 ○

谷村クリニック 107-0052 港区赤坂7-6-52-112 03-3587-1239 ○

高沢内科クリニック 107-0052 港区赤坂8-13-12 03-3401-9630 ○

山王メディカルセンター 107-0052 港区赤坂8-5-35 03-3402-7327 ○

武村医院 107-0061 港区北青山3-12-2 03-3407-7826 ○

仁保医院 107-0061 港区北青山3-2-5NH青山ﾋﾞﾙ3F 03-3401-1001 ○

アットホーム表参道クリニック 107-0061 港区北青山3-5-6青朋ﾋﾞﾙ別館1F 03-3423-3232 ○

表参道内科眼科 107-0061
港区北青山3-6-16表参道ｻﾝｹｲﾋﾞ
ﾙ 3F

03-5466-9971 ○

山内ハートクリニック 107-0062
港区南青山1-1-1新青山ﾋﾞﾙ西館
3F

03-3475-1880 ○

長谷クリニック 107-0062
港区南青山1-1-1新青山ﾋﾞﾙ西館
3F

03-3475-1781 ○

新青山クリニック 107-0062
港区南青山1-1-1新青山ﾋﾞﾙ西館
3F

03-3475-1181 ○

平岡医院 107-0062 港区南青山2-14-21 03-3470-0158 ○

藤田クリニック 107-0062
港区南青山2-22-19三和青山ﾋﾞﾙ
8F

03-5772-7381 ○

中山医院 107-0062 港区南青山3-14-19 03-6434-5122 ○

南青山おおつかクリニック 107-0062 港区南青山4-9-17 03-5786-3288 ○

青山天野クリニック 107-0062
港区南青山5-10-19青山真洋ﾋﾞﾙ
6F

03-5485-1114 ○

青山内科医院 107-0062
港区南青山5-1-22青山ﾗｲｽﾞｽｸｴｱ
3F

03-3499-6500 ○

南青山さとう内科 107-0062 港区南青山6-12-11 03-3409-7150 ○
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南青山内科クリニック 107-0062 港区南青山7-8-8-101 03-6805-1836 ○

赤坂おだやかクリニック 107-6302
港区赤坂5-3-1赤坂BIZﾀﾜｰｱﾈｯｸ
ｽ2F

03-6234-0511 ○

しば胃腸こうもんクリニック 108-0014 港区芝4-11-5 KTﾋﾞﾙ3F 03-6453-9307 ○

港三田クリニック 108-0014 港区芝5-16-1 千代ﾋﾞﾙ3F 03-3456-3391 ○

菅沼三田診療所 108-0014
港区芝5-19-5 ｼﾞｪｲﾊﾟｰｸｽﾃｰｼｮﾝ
田町1F

03-3452-1748 ○

篠原医院 108-0014 港区芝5-20-20 03-3451-0528 ○

鈴木胃腸消化器クリニック 108-0014 港区芝5-27-1 03-3455-6121 ○

三田医院 108-0014 港区芝5-3-10 03-3451-7652 ○

きつかわクリニック 108-0014 港区芝5-31-16 YCC田町ﾋﾞﾙ4F 03-3451-1731 ○

新田町ビル診療所 108-0014 港区芝5-34-6 新田町ﾋﾞﾙ2F 03-3451-2619 ○

東京港診療所 108-0022 港区海岸3-9-5-2F 03-3451-4620 ○

みなと整形外科内科クリニック 108-0023 港区芝浦2-17-13保坂興産ﾋﾞﾙ1F 03-6435-4122 ○

ありいずみ内科 108-0023 港区芝浦3-11-8 ﾐﾅﾄﾔﾋﾞﾙ3F 03-5419-7881 ○

有明みんなクリニック田町芝浦院 108-0023 港区芝浦3-2-28 HTPｱｼﾞｰﾙ芝浦 03-6722-6300 ○

芝浦アイランド内科クリニック 108-0023
港区芝浦4-20-4芝浦ｱｲﾗﾝﾄﾞﾌﾞﾙｰ
ﾑﾎｰﾑｽﾞ2F

03-5730-0221 ○

高輪台出川循環器・内科クリニック 108-0071
港区白金台2-11-8永昌高輪台ﾋﾞﾙ
3F

03-5422-9105 ○

白金台おがわクリニック 108-0071 港区白金台3-8-3 03-6447-7081 ○

鈴木医院 108-0071 港区白金台4-12-11 03-3441-6668 ○

石原内科クリニック 108-0071 港区白金台4-2-11白金台ｸﾚｽﾄ3F 03-5423-5560 ○

白金坂の上診療所 108-0071 港区白金台4-7-8ｽﾄｰﾘｱ白金2F 03-3447-3232 ○

白金台診療所 108-0071 港区白金台5-18-6 03-3473-4741 ○

白金タワークリニック 108-0072 港区白金1-17-1 03-5789-3882 ○

白金三光クリニック 108-0072 港区白金1-25-31-102 03-6456-4350 ○

もとやまクリニック 108-0072 港区白金1-8-9 03-3473-2866 ○

白金クリニック 108-0072 港区白金6-22-12 03-3441-3408 ○

東京都済生会中央病院 108-0073 港区三田1-4-17 03-3452-8124 ○

三田国際ビルクリニック 108-0073 港区三田1-4-28三田国際ﾋﾞﾙ3F 03-3454-8614 ○
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日野原記念クリニック 108-0073
港区三田3-12-12笹川記念会館
11F

03-3454-5068 ○

たまちホームクリニック 108-0073
港区三田3-1-4Net.1ﾋﾞﾙ 三田ﾋﾞﾙ1
階

03-6435-2331 ○

三田ハウス内科クリニック 108-0073 港区三田5-2-18-109 03-5443-3864 ○

高輪内科クリニック 108-0074 港区高輪1-16-4 03-3449-6748 ○

品川ハートメディカルクリニック 108-0074
港区高輪2-15-11高輪ﾎﾜｲﾄﾏﾝｼｮ
ﾝ105

03-5422-8841 ○

高輪整形外科クリニック 108-0074
港区高輪2-15-8ｸﾞﾚｲｽﾋﾞﾙ泉岳寺
前5階

03-5447-6808 ○

伊皿子坂医院 108-0074 港区高輪2-16-52ﾊﾟﾗｼｵﾝ高輪101 03-5447-7701 ○

堀産婦人科 108-0074 港区高輪3-3-8 03-3449-3541 ○

城南高輪クリニック 108-0074
港区高輪3-5-20ｸﾞﾗﾝﾄﾞﾒｿﾞﾝ高輪
台1F

03-3441-0435 ○

口羽医院 108-0074 港区高輪3-7-7ﾋﾟｱｰｽ高輪1F 03-3441-2819 ○

かがやき内科・糖尿病クリニック 108-0074 港区高輪3-8-17 TK高輪ﾋﾞﾙ6F 03-3441-0398 ○

品川シーズンテラス健診クリニック 108-0075
港区港南1-2-70 品川ｼｰｽﾞﾝﾃﾗｽ
5F

03-3452-3382 ○

品川イーストクリニック 108-0075
港区港南2-15-2品川ｲﾝﾀｰｼﾃｨｰB
棟2F

03-5783-5521 ○

山王クリニック品川 108-0075
港区港南2-16-1品川ｲｰｽﾄﾜﾝﾀﾜｰ
307C

03-3471-3014 ○

品川港南クリニック 108-0075 港区港南2-4-7 石橋ﾋﾞﾙ 03-3472-0085 ○

若田クリニックシティタワー品川 108-0075 港区港南4-2-6-201 03-3471-2972 ○

ワールド・シティー益子クリニック 108-0075 港区港南4-6-7ｷｬﾋﾟﾀﾙﾀﾜｰ3F 03-5783-0331 ○

国際医療福祉大学三田病院 108-8329 港区三田1-4-3 03-3451-8224 ○

東京高輪病院 108-8606 港区高輪3-10-11 03-3443-9555 ○

都ホテル東京メディカルクリニック 108-8640
港区白金台1-1-50都ﾎﾃﾙ東京
B1F

03-3473-1651 ○

北里大学北里研究所病院 108-8642 港区白金5-9-1 03-5791-6325 ○

お台場クリニック 135-0091 港区台場1-5-7-105 03-5531-0731 ○

北品川　藤クリニック 140-0001
品川区北品川1-23-18
海文堂ﾋﾞﾙ1F

03-6433-9957 ○

北品川　藤サテライトクリニック 140-0001 品川区北品川1-24-26 03-3471-9957 ○

北品川クリニック 140-0001 品川区北品川1-28-15 03-3474-1351 ○

上野医院 140-0001 品川区北品川2-18-2 03-3471-3075 ○

千葉医院 140-0001 品川区北品川2-20-6 03-3471-3493 ○
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みやざきＲＣクリニック 140-0001 品川区北品川2-23-2-3F 03-5460-1159 ○

嶋本皮膚科内科医院 140-0001 品川区北品川2-8-6 03-3472-6233 ○

のぞみクリニック 140-0001 品川区北品川2-9-12 03-5769-0355 ○

品川区医師会健診センター 140-0001 品川区北品川3-7-25 03-3474-5609 ○

天王洲内科医院 140-0002
品川区東品川2-2-8
ｽﾌｨｱﾀﾜｰ天王洲CS棟2F233号

03-6712-0086 ○

東京シーフォートスクエアクリニック 140-0002
品川区東品川2-3-10
ｼｰﾌｫｰﾄｽｸｴｱ2F217

03-6712-8018 ○

東品川クリニック 140-0002 品川区東品川3-18-3 神興ﾋﾞﾙ3F 03-3472-6684 ○

品川シーサイドセントラルクリニック 140-0002
品川区東品川4-12-6
品川ｼｰｻｲﾄﾞｷｬﾅﾙﾀﾜｰ1F

03-3458-2121 ○

さかうえ内科クリニック 140-0002
品川区東品川4-12-8
品川ｼｰｻｲﾄﾞｲｰｽﾄﾀﾜｰB1

03-5715-5977 ○

東京シティクリニック品川 140-0003
品川区八潮5-10-27
ﾊﾟﾄﾘｱ品川別館2階

03-3790-2551 ○

八潮クリニック 140-0003 品川区八潮5-12-68-101 03-3799-0521 ○

永津クリニック 140-0003 品川区八潮5-8-47-103 03-3790-3511 ○

川村内科クリニック 140-0003 品川区八潮5-8-47-105 03-3799-1577 ○

品川診療所 140-0004 品川区南品川1-7-15 03-3472-0369 ○

さとうクリニック 140-0004
品川区南品川2-17-25
菱倉ﾋﾞﾙ2F

03-3450-0010 ○

柴田内科・消化器科クリニック 140-0004 品川区南品川3-5-8 03-5783-3050 ○

医聖よろずクリニックあおよこ院 140-0004 品川区南品川3-6-39 03-3472-1188 ○

梅沢医院 140-0004 品川区南品川5-3-22 03-3474-5367 ○

みんなのクリニック大井町 140-0004 品川区南品川6-15-5 03-6433-0280 ○

おりしきみつるクリニック 140-0011 品川区東大井2-19-11 03-5762-2789 ○

酒寄医院 140-0011 品川区東大井2-26-3 03-3761-3250 ○

小澤医院 140-0011 品川区東大井3-1-18 03-3298-0088 ○

林医院 140-0011 品川区東大井3-21-12 03-3761-7780 ○

こうの内科クリニック 140-0011 品川区東大井5-11-2 03-6712-8750 ○

大井クリニック 140-0011 品川区東大井5-1-7-1F 03-6433-1463 ○

長谷川皮膚科内科医院 140-0011
品川区東大井5-2-3
おおい元気館3F

03-3472-2070 ○

星野医院 140-0011 品川区東大井6-16-8 03-3761-3575 ○
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京浜中央クリニック 140-0013 品川区南大井1-1-17 03-3763-6706 ○

大森海岸やまもと眼科　内科 140-0013
品川区南大井3-33-10
NORIﾋﾞﾙ3階

03-3765-4113 ○

石井診療所 140-0013 品川区南大井4-5-6 03-3761-5477 ○

佐川医院 140-0013 品川区南大井4-8-12 03-3761-8580 ○

ふなはしハートヘルスクリニック 140-0013 品川区南大井6-11-11-101 03-3298-2784 ○

武越内科クリニック 140-0013
品川区南大井6-20-8
ﾘｰﾄﾞｼｰ大森ﾋﾞﾙ2F

03-5471-0390 ○

高根クリニック 140-0013
品川区南大井6-25-14
OSKﾋﾞﾙ 3F

03-3765-7767 ○

大井町とうまクリニック 140-0014
品川区大井1-16-2
ﾌﾞﾘﾘｱ大井町ﾗｳﾞｨｱﾝﾀﾜｰ2F

03-5718-4080 ○

大井町整形外科・外科クリニック 140-0014
品川区大井1-23-1
ｶｸﾀﾋﾞﾙ5･6F

03-6303-8311 ○

おおいまち消化器外科クリニック 140-0014
品川区大井1-31-12
ﾕｳﾋﾞﾙ2F

03-3777-9206 ○

平田内科泌尿器科クリニック 140-0014 品川区大井1-35-11 03-5718-0120 ○

大井町駅前クリニック 140-0014
品川区大井1-49-15
YK-17ﾋﾞﾙ7F

03-3776-9611 ○

ファミリークリニック品川 140-0014
品川区大井1-55-6
牧ﾋﾞﾙ201号室

03-6424-4439 ○

大井町なかじま眼科・内科 140-0014
品川区大井2-1-1
大井2丁目ﾒﾃﾞｨｶﾙｾﾝﾀｰ1階

03-3785-1255 ○

白井クリニック 140-0014 品川区大井2-4-1 03-3771-7265 ○

柿島医院 140-0014
品川区大井3-21-10
ﾊﾟﾚｽﾊｰｾﾞﾙ1F

03-3775-5171 ○

はせがわ内科クリニック 140-0014 品川区大井3-25-13 03-3775-1311 ○

大村病院 140-0014 品川区大井3-27-11 03-3773-0102 ○

林耳鼻咽喉科医院 140-0014
品川区大井3-6-12
NAﾋﾞﾙ1F

03-3778-3341 ○

はやしクリニック 140-0014 品川区大井4-5-7 03-3778-5941 ○

安澤医院 140-0014 品川区大井5-14-4 03-3772-5757 ○

東田医院 140-0014 品川区大井5-15-16 03-3772-6521 ○

大西クリニック 140-0014 品川区大井5-5-30 03-3775-1241 ○

浅野医院 140-0014 品川区大井6-21-5 03-3771-2692 ○

藤川医院 140-0014 品川区大井7-29-2 03-3771-1764 ○

安藤脳神経外科・内科クリニック 140-0015
品川区西大井1-1-1
Jﾀﾜｰ西大井 204

03-5742-1990 ○

西大井内科 140-0015
品川区西大井1-4-25
ｺｱｽﾀ-ﾚ西大井第一ﾋﾞﾙ2階

03-3775-2401 ○

8/14ページ



令和3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

いしい医院 140-0015 品川区西大井3-6-17 03-3771-3933 ○

ふじいクリニック 140-0015 品川区西大井4-15-4-1F 03-5718-1417 ○

金城医院 140-0015 品川区西大井4-2-5 03-3772-1660 ○

萩沢医院 140-0015 品川区西大井5-9-20 03-3774-4946 ○

大崎消化器内科クリニック 141-0001
品川区北品川5-4-1
大崎ﾌﾞﾗｲﾄﾌﾟﾗｻﾞ2F

03-5791-3388 ○

大崎病院　東京ハートセンター 141-0001 品川区北品川5-4-12 03-5789-8100 ○

伊藤内科 141-0001 品川区北品川5-8-15-2F 03-3440-5616 ○

らんレディースクリニック 141-0001 品川区北品川6-5-27 03-5792-5617 ○

めぐみクリニック目黒 141-0021
品川区上大崎2-12-2
ﾐｽﾞﾎﾋﾞﾙ2F

03-5422-9877 ○

目黒みらい内科クリニック 141-0021
品川区上大崎2-13-26
ﾒｲﾌﾟﾙﾄｯﾌﾟﾋﾞﾙ 3F

03-6721-6672 ○

目黒東ロレディースクリニック 141-0021
品川区上大崎2-14-9
目黒東誠ﾋﾞﾙ8F

03-5798-7677 ○

医療法人社団トリプルウィン目黒外
科

141-0021
品川区上大崎2-15-18
目黒東豊6F

03-5420-8080 ○

目黒西口クリニック 141-0021
品川区上大崎2-17-2
JR目黒ｸﾞﾘｰﾝﾋﾞﾙ 6F

03-3492-2660 ○

遠藤医院 141-0021 品川区上大崎2-24-13-305 03-3492-6422 ○

上大崎クリニック 141-0021 品川区上大崎3-10-7 03-3440-6311 ○

武藤クリニック 141-0021
品川区上大崎3-1-1
目黒ｾﾝﾄﾗﾙｽｸｴｱ2F

03-5449-4070 ○

舘内記念診療所 141-0021
品川区上大崎3-5-2 THE CITY目
黒3F

03-3446-8686 ○

村木医院 141-0022 品川区東五反田1-10-3 03-3447-6292 ○

ハピコワクリニック五反田 141-0022
品川区東五反田1-22-6
五反田さくらﾋﾞﾙ5F

03-3444-8158 ○

阿部病院 141-0022 品川区東五反田1-6-8 03-3447-4777 ○

サザンガーデンクリニック 141-0022 品川区東五反田2-10-1-202 03-5791-3636 ○

上竹医院 141-0022 品川区東五反田2-19-1 03-3447-0703 ○

心越クリニック 141-0022
品川区東五反田2-21-11 DIKﾏﾝ
ｼｮﾝ五反田221号室

03-3447-1155 ○

シティクリニック 141-0022
品川区東五反田2-2-16
ﾌｸﾔﾋﾞﾙ 3F

03-3440-2778 ○

東五反田クリニック 141-0022
品川区東五反田4-11-12
ﾊﾟﾗﾄﾞｰﾙ池田山 102

03-3280-6762 ○

五反田泌尿器科内科　すどうクリ
ニック

141-0022
品川区東五反田4-11-6
ｸﾚｽﾄ五反田ﾋﾞﾙ2階B号

03-6432-5785 ○

竹内胃腸内科医院 141-0022
品川区東五反田5-27-3
第2野村ﾋﾞﾙ3F

03-5421-7149 ○

9/14ページ



令和3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

清水内科眼科医院 141-0022 品川区東五反田5-27-6-3F 03-3443-0772 ○

田口クリニック 141-0031 品川区西五反田1-25-5 03-6417-4155 ○

ＫＡＲＡＤＡ内科クリニック 141-0031
品川区西五反田1-2-8
FUNDES五反田10F

03-3495-0192 ○

吉田整形外科医院 141-0031
品川区西五反田1-32-11
ｵｰｸﾗﾋﾞﾙ 6F

03-3491-5763 ○

田谷クリニック 141-0031 品川区西五反田2-12-9-1F 03-3491-2348 ○

五反田内科糖尿病クリニック 141-0031
品川区西五反田2-19-2
荒久ﾋﾞﾙ1F

03-6420-0440 ○

渡辺眼科 141-0031
品川区西五反田3-10-12
TFX五反田ﾋﾞﾙ3F

03-3493-8181 ○

おおさわ胃腸肛門内視鏡クリニック
品川

141-0031
品川区西五反田3-10-12
TFX五反田ﾋﾞﾙ3F

03-5487-1030 ○

やまざきクリニック 141-0031
品川区西五反田3-6-6
ｹｱﾎｰﾑ西五反田1F

03-5435-1071 ○

わたなベクリニック 141-0031
品川区西五反田4-3-1
かむろ坂ｻﾝﾊｲﾂ1階 A

03-5759-6789 ○

三浦医院 141-0031 品川区西五反田5-10-6-104 03-3492-5225 ○

友安医院 141-0031 品川区西五反田5-9-16 03-3491-5381 ○

しむら医院 141-0031
品川区西五反田5-9-6
矢崎ﾋﾞﾙ2F

03-5437-2240 ○

大崎広小路内科 141-0031
品川区西五反田8-4-15
ｸﾞﾘﾝﾃﾞﾙ広小路 4F

03-6420-0228 ○

ゲートシティ大崎メディカルクリニック 141-0032
品川区大崎1-11-1
ｹﾞｰﾄｼﾃｨ大崎ｳｪｽﾄﾀﾜｰ 4F

03-5437-5874 ○

三穂クリニック 141-0032
品川区大崎1-6-4
新大崎勧業ﾋﾞﾙ 2F

03-5436-8600 ○

三水会クリニック 141-0032 品川区大崎2-5-15 03-3491-1633 ○

大崎医院 141-0032 品川区大崎2-6-9 03-3493-1010 ○

江クリニック　歯科　産婦人科　内科 141-0032 品川区大崎5-7-14-101 03-3491-3073 ○

たかせクリニック 141-0033
品川区西品川1-10-1
高浜ﾚｼﾞﾃﾞﾝｽ105

03-3492-8559 ○

三ツ木診療所 141-0033 品川区西品川2-13-20 03-3779-0031 ○

佐々木医院 141-0033 品川区西品川2-9-22 03-3781-8008 ○

大崎女性のためのクリニック 141-6003
品川区大崎2-1-1
Think Park Tower 3F

03-5745-3077 ○

Ｔｈｉｎｋ　Ｐａｒｋ消化器クリニック 141-6003
品川区大崎2-1-1
Think Park Tower 3F

03-5745-3088 ○

Ｔｈｉｎｋ　Ｐａｒｋハートクリニック 141-6003
品川区大崎2-1-1
Think Park Tower 3F

03-5745-0737 ○

戸越脳神経外科クリニック 142-0041
品川区戸越1-7-1
東急戸越ﾋﾞﾙ1F

03-5751-7333 ○

秋津医院 142-0041
品川区戸越3-1-2
ｲﾏｰﾙﾋﾞﾙ2F

03-5749-2062 ○
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戸越皮膚科クリニック 142-0041
品川区戸越3-1-2
ｲﾏｰﾙﾋﾞﾙ3F

03-3788-0005 ○

松永医院 142-0041 品川区戸越3-7-6 03-3781-6863 ○

丸山医院 142-0041 品川区戸越4-6-19 03-3781-8220 ○

もちづき内科クリニック 142-0041
品川区戸越4-9-12
ｱﾋﾞﾀｼｵﾝ戸越1階

03-6426-2711 ○

とごし公園内科クリニック 142-0041 品川区戸越5-11-8 03-3784-2112 ○

麦谷医院 142-0041
品川区戸越5-7-20
LAPﾋﾞﾙ1階

03-3785-3175 ○

吉原医院 142-0041 品川区戸越5-8-5 03-3781-4030 ○

さえきクリニック 142-0041 品川区戸越6-4-3 03-5749-5821 ○

依田医院 142-0041 品川区戸越6-7-26-201 03-3781-2865 ○

和田整形外科 142-0041 品川区戸越6-8-20 03-5498-2555 ○

戸越泌尿器科内科クリニック 142-0042
品川区豊町1-3-17
山崎ﾋﾞﾙ1階

03-5788-6120 ○

青柳医院 142-0042
品川区豊町1-4-15
第一青柳ﾋﾞﾙ1階･2階

03-3788-0801 ○

水野整形外科 142-0042
品川区豊町1-4-17
ｸﾞﾘﾝﾃﾞﾙ戸越1F

03-5913-9545 ○

ゆたか診療所 142-0042 品川区豊町4-18-21 03-3781-4723 ○

まるごと在宅 142-0042 品川区豊町4-6-7-101 03-6426-8341 ○

戸越パーククリニック 142-0042
品川区豊町6-10-4
西豊ﾋﾞﾙ1階

03-3784-1054 ○

伊藤クリニック 142-0042 品川区豊町6-11-8 03-3783-1020 ○

木内医院 142-0042 品川区豊町6-7-1 03-3781-4771 ○

こうざき医院 142-0043 品川区二葉1-21-16 03-3783-1781 ○

二葉医院 142-0043 品川区二葉1-7-9 03-3782-2748 ○

すずき内科クリニック 142-0043 品川区二葉1-8-7 03-3786-4410 ○

千葉内科歯科クリニック 142-0043 品川区二葉2-2-2 03-3781-2053 ○

横山外科内科 142-0043 品川区二葉2-3-1 03-3786-0061 ○

源明クリニック 142-0043 品川区二葉3-1-16 03-5498-0611 ○

なるき内科クリニック 142-0043
品川区二葉3-26-6
ヴｨﾗ西大井101

03-5702-2255 ○

二葉クリニック 142-0043 品川区二葉4-18-2 03-3787-2881 ○

原医院 142-0051
品川区平塚1-17-6
ｸﾞﾘｰﾝﾊﾟﾚｽ戸越201

03-3784-1123 ○
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戸越銀座駅近内科クリニック 142-0051
品川区平塚1-7-16
ｶｽﾀﾘｱ戸越駅前1F

03-5749-1054 ○

和田外科医院 142-0051 品川区平塚1-8-18 03-3781-4936 ○

たごファミリークリニック 142-0051 品川区平塚2-15-15 3F 03-3785-5250 ○

まつばらクリニック 142-0051 品川区平塚3-3-13 03-5751-8501 ○

あじさい診療所 142-0052
品川区東中延1-1-7
ｶｰｻ東中延1階

03-5750-6070 ○

なかのぶクリニック 142-0052
品川区東中延2-10-11
智勇第2ﾋﾞﾙ3F

03-5749-3215 ○

前田医院 142-0052 品川区東中延2-6-3 03-3781-6761 ○

仲田クリニック 142-0052 品川区東中延2-9-7 03-5749-5117 ○

内野医院 142-0053 品川区中延1-8-7 03-3784-1456 ○

荏原中延クリニック 142-0053 品川区中延2-15-5 03-3784-7013 ○

武藤医院 142-0053 品川区中延2-2-9 03-3781-6829 ○

えばらサンクリニック 142-0053 品川区中延2-9-22 03-3786-0012 ○

相原内科クリニック 142-0053 品川区中延3-7-8 03-5749-4110 ○

徳丸クリニック 142-0053 品川区中延3-8-10 03-5749-7090 ○

松本クリニック 142-0053 品川区中延4-5-10 03-3784-9100 ○

こみね循環器科・内科クリニック 142-0053
品川区中延5-13-16
ｼｬﾝ･ヴｨﾚｯｼﾞ1F

03-5750-6355 ○

もり脳神経外科クリニック 142-0053
品川区中延5-2-2
ｻﾞ･ﾊﾟｰｸﾊｳｽ品川荏原町201

03-3788-1777 ○

羽尾皮フ科クリニック 142-0053
品川区中延5-2-2
ｻﾞ･ﾊﾟｰｸﾊｳｽ品川荏原町204

03-6426-1803 ○

高山クリニック 142-0053 品川区中延5-4-11 03-5750-0078 ○

松永クリニック 142-0053 品川区中延5-7-10 03-5749-2127 ○

えばらまち駅近クリニック 142-0053
品川区中延5-7-3
Green Spec荏原町1階

03-6426-2363 ○

かしわせクリニック 142-0053 品川区中延5-7-5 03-5751-8556 ○

中村医院 142-0053 品川区中延6-4-17 03-3784-0128 ○

小川医院 142-0053 品川区中延6-9-18 03-3781-7606 ○

森山リハビリテーションクリニック 142-0054 品川区西中延1-11-17 03-6426-7318 ○

大高小児科醫院 142-0054 品川区西中延1-2-23 03-6426-6070 ○

ツマキ医院 142-0054 品川区西中延1-9-13 03-3781-1570 ○
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昭和通り内科診療所 142-0054
品川区西中延2-17-3
渡部ﾋﾞﾙ1F

03-3784-5821 ○

森山医院 142-0054 品川区西中延2-8-8 03-3781-4758 ○

ひだ整形外科 142-0061
品川区小山台1-21-15
ﾛｲﾔﾙｶﾞｰﾃﾞﾝ武蔵小山102

03-3760-3454 ○

カネコクリニック 142-0061
品川区小山台1-22-8
昭和ﾋﾞﾙ1階

03-3716-8577 ○

青山セントラルクリニック 142-0061 品川区小山台1-24-1 03-6303-0818 ○

舘医院 142-0062 品川区小山2-12-10 03-3782-8088 ○

小山中央診療所 142-0062 品川区小山3-1-10 03-3712-3415 ○

サンタハウスこどもクリニック 142-0062 品川区小山3-1-2 1F 03-3719-5533 ○

穂坂クリニック 142-0062 品川区小山3-24-6 03-3781-1351 ○

武蔵小山駅前　ままた内科クリニック 142-0062 品川区小山3-27-1-202 03-3787-3109 ○

武蔵小山腎泌尿器クリニック 142-0062
品川区小山4-3-12
TK武蔵小山ﾋﾞﾙ2階

03-6426-2832 ○

和光医院 142-0062 品川区小山4-8-1 03-3784-6131 ○

山内クリニック 142-0062 品川区小山5-17-4 1階 03-3781-2890 ○

武藤医院 142-0062 品川区小山5-22-2 03-3787-7184 ○

はるクリニック西小山 142-0062 品川区小山6-1-1 03-5794-8630 ○

医療法人社団悠日健
野本内科クリニック

142-0062
品川区小山6-3-9
ｳｴｽﾄヴｨﾚｯｼﾞﾋﾞﾙﾃﾞｨﾝｸﾞ3F

03-5749-3300 ○

清田クリニック 142-0062
品川区小山6-5-2
ｳｴｽﾄﾋﾙｽﾞ2 2F

03-3783-5455 ○

栗原医院 142-0063 品川区荏原2-10-13 03-3781-0530 ○

荏原内科・外科クリニック 142-0063 品川区荏原2-3-8-201 03-5751-7470 ○

黒須医院 142-0063 品川区荏原3-3-11 03-3781-0552 ○

ムッシュロータ武蔵小山医院 142-0063 品川区荏原3-7-12-101 03-6413-5735 ○

石井クリニック 142-0063 品川区荏原4-7-10 03-5750-4118 ○

小野内科 142-0063 品川区荏原5-16-19 03-3781-9580 ○

さいとうファミリークリニック 142-0064 品川区旗の台1-8-3 03-3786-0146 ○

田中クリニック 142-0064
品川区旗の台2-1-16
KGMHILLS2F

03-3786-8353 ○

旗の台アレルギー・こどもクリニック 142-0064
品川区旗の台2-1-22
もとまる2号館2階

03-5749-1937 ○

旗の台内科・救急クリニック 142-0064 品川区旗の台2-1-29 03-6426-1889 ○
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西川医院 142-0064
品川区旗の台4-1-5
ﾒｲﾌﾟﾙ旗の台

03-3781-7825 ○

さかもと整形外科 142-0064 品川区旗の台4-4-2 03-5751-5566 ○

旗の台病院 142-0064 品川区旗の台5-17-16 03-3781-1108 ○

みしま内科 142-0064 品川区旗の台5-8-5 03-6426-7728 ○

全日本労働福祉協会旗の台健診セ
ンター

142-0064 品川区旗の台6-16-11 03-3783-9411 ○

田辺小児科医院 142-0064 品川区旗の台6-30-1 03-3785-9003 ○

平間整形外科・内科クリニック 142-0064 品川区旗の台6-33-8 03-3781-0066 ○
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