
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）

北町診療所 180-0001 武蔵野市吉祥寺北町1-1-3 0422-22-8151 ○

中田内科クリニック 180-0001 武蔵野市吉祥寺北町2-1-14 0422-28-4600 ○

もとはし内科 180-0001 武蔵野市吉祥寺北町2-19-9 0422-23-6886 ○

おいかわこどもクリニック 180-0001 武蔵野市吉祥寺北町2-2-17 0422-20-3715 ○

沼田内科小児科医院 180-0001 武蔵野市吉祥寺北町2-5-17 0422-22-7260 ○

松井健診クリニック吉祥寺プレイス 180-0002 武蔵野市吉祥寺東町1-19-23 0422-22-2036 ○

松本医院 180-0002 武蔵野市吉祥寺東町1-23-3 0422-22-5755 ○

松井クリニック 180-0002 武蔵野市吉祥寺東町2-17-27 0422-20-1001 ○

宮崎クリニック 180-0002 武蔵野市吉祥寺東町3-8-9 0422-23-6555 ○

吉祥寺・藤田クリニック 180-0003
武蔵野市吉祥寺南町1-1-10
吉祥寺MAﾋﾞﾙ7F

0422-40-5177 ○

国沢泌尿器皮フ科 180-0003 武蔵野市吉祥寺南町1-11-13 0422-42-6855 ○

むらくにクリニック 180-0003
武蔵野市吉祥寺南町1-5-12
松井ﾋﾞﾙ2F

0422-76-8036 ○

吉祥寺榊原クリニック 180-0003
武蔵野市吉祥寺南町1-8-6 ｶｰｻｶ
ﾙﾑ吉祥寺2F

0422-48-6311 ○

藤田整形外科 180-0003 武蔵野市吉祥寺南町1-9-10 0422-46-1017 ○

瀧澤医院 180-0003 武蔵野市吉祥寺南町2-10-11 0422-43-3221 ○

かえで内科クリニック 180-0003 武蔵野市吉祥寺南町2-17-2 0422-24-7065 ○

吉祥寺駅前クリニック 180-0003
武蔵野市吉祥寺南町2-2-5
ｱｽｺｰﾅﾐｴﾋﾞﾙ7F

0422-72-3088 ○

吉祥寺南病院 180-0003 武蔵野市吉祥寺南町3-14-4 0422-45-2161 ○

吉祥寺南町診療所 180-0003 武蔵野市吉祥寺南町5-12-6 0422-49-9820 ○

むさし野クリニック 180-0004
武蔵野市吉祥寺本町1-10-3
古城会館7F

0422-21-1411 ○

石澤敦クリニック 180-0004
武蔵野市吉祥寺本町1-21-2
ｸﾞﾛｰﾘｵ吉祥寺本町205,206

0422-20-0755 ○

吉祥寺あさひ病院 180-0004 武蔵野市吉祥寺本町1-30-12 0422-22-1120 ○

木下循環器呼吸器内科クリニック 180-0004 武蔵野市吉祥寺本町1-33-6 0422-22-8300 ○

前田内科・胃腸科 180-0004
武蔵野市吉祥寺本町1-34-18 丸
山ﾋﾞﾙ1F

0422-29-7557 ○

晴朗クリニック 180-0004
武蔵野市吉祥寺本町2-10-12 ｺﾘ
ﾄﾞｰﾙ吉祥寺102

0422-23-7234 ○

吉祥寺メディカルクリニック 180-0004
武蔵野市吉祥寺本町2-13-4
井野ﾋﾞﾙ202

0422-23-2820 ○

中じまクリニック 180-0004
武蔵野市吉祥寺本町2-14-5
SAURUS吉祥寺2F

0422-21-6251 ○
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安岡整形外科脳外科クリニック 180-0004 武蔵野市吉祥寺本町2-14-8 0422-20-2010 ○

松倉メディカルクリニック 180-0004
武蔵野市吉祥寺本町2-2-14
HNﾋﾞﾙ8F

0422-20-0055 ○

森本病院 180-0004 武蔵野市吉祥寺本町2-2-5 0422-22-5161 ○

時計台メディカルクリニック 180-0004
武蔵野市吉祥寺本町3-10-
14 まるともﾋﾞﾙ101

0422-20-1151 ○

渡辺医院 180-0004 武蔵野市吉祥寺本町4-7-9 0422-22-8937 ○

タワーズ内科クリニック 180-0006
武蔵野市中町1-12-10
武蔵野ﾀﾜｰｽﾞｽｶｲｹﾞｰﾄﾀﾜｰ5F

0422-50-1331 ○

樋口クリニック 180-0006
武蔵野市中町1-13-1
駅前田辺ﾋﾞﾙ2F

0422-56-3588 ○

内科　いしだクリニック 180-0006
武蔵野市中町1-17-2
ｽﾃﾗ武蔵野2F

0422-53-1115 ○

きくざとファミリークリニック 180-0006
武蔵野市中町1-23-3
ｱﾄﾞﾘｰﾑ三鷹1F

0422-56-3255 ○

高橋医院 180-0006 武蔵野市中町2-13-25 0422-52-3149 ○

吉方病院 180-0006 武蔵野市中町2-2-4 0422-52-4371 ○

中町内科医院 180-0006 武蔵野市中町2-31-12 0422-55-1203 ○

良寛こどもファミリークリニック 180-0006 武蔵野市中町2-4-5-1F 0422-27-8621 ○

よしかた内科 180-0011 武蔵野市八幡町3-1-19 0422-50-0351 ○

らいおんハート武蔵野脳神経外科
内科クリニック

180-0011 武蔵野市八幡町3-1-25 0422-52-6600 ○

にしくぼ診療所 180-0012 武蔵野市緑町2-1-40 0422-50-2825 ○

第一臼田医院 180-0013 武蔵野市西久保1-18-16 0422-54-1032 ○

むさしの共立診療所 180-0013 武蔵野市西久保2-17-11 0422-52-2512 ○

東医院 180-0013 武蔵野市西久保2-32-10 0422-51-6201 ○

かたおか医院 180-0013
武蔵野市西久保3-2-22
ｲﾉｸﾞﾘｰﾝﾌｫﾚｽﾄ1F

0422-50-5311 ○

友利医院 180-0014 武蔵野市関前2-5-14 0422-51-7365 ○

小森病院 180-0014 武蔵野市関前3-3-15 0422-55-8311 ○

田原医院 180-0014 武蔵野市関前3-3-9 0422-51-8458 ○

境橋クリニック 180-0014 武蔵野市関前5-21-5 0422-53-5984 ○

桜堤ファミリークリニック 180-0021 武蔵野市桜堤2-8-55-118 0422-53-1111 ○

むさしの糖尿病・甲状腺クリニック 180-0022 武蔵野市境1-15-10 0422-56-1510 ○

武蔵境病院 180-0022 武蔵野市境1-18-6 0422-51-0301 ○
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森医院 180-0022 武蔵野市境1-2-3 0422-52-8400 ○

春木医院 180-0022 武蔵野市境1-5-4 0422-51-4567 ○

境・藤田クリニック 180-0022 武蔵野市境1-7-5 0422-37-9588 ○

かみやま内科クリニック 180-0022
武蔵野市境1-9-9
温泉通りﾋﾞﾙ1F

0422-60-3188 ○

長沼整形外科・内科医院 180-0022 武蔵野市境2-13-6 0422-59-1300 ○

スイング・ビル野崎クリニック 180-0022 武蔵野市境2-14-1 ｽｲﾝｸﾞ8F 0422-36-3534 ○

かしわでクリニック 180-0022 武蔵野市境2-15-5 0422-38-7277 ○

おおやクリニック 180-0022 武蔵野市境2-8-3 0422-51-3001 ○

佐々木産婦人科 180-0022 武蔵野市境4-10-8 0422-54-9311 ○

青木小児科医院 180-0022 武蔵野市境4-16-15 0422-51-7628 ○

はせがわ内科 180-0022 武蔵野市境4-4-1 0422-53-0001 ○

いちむら内科クリニック 180-0023 武蔵野市境南町1-30-16 0422-39-4123 ○

若狭内科クリニック 180-0023
武蔵野市境南町2-12-12
ヴｨﾗｷｬｽｹｰﾄﾞ1F

0422-34-5266 ○

ごとう内科・循環器クリニック 180-0023 武蔵野市境南町2-20-6 0422-32-5048 ○

境南クリニック 180-0023
武蔵野市境南町2-7-19
境南ｽｶｲﾋﾞﾙ3F･4F･5F

0422-33-8411 ○

メディカルクリニック武蔵境 180-0023
武蔵野市境南町2-8-19
小田急ﾊﾞｽ武蔵境ﾋﾞﾙ1F

0422-39-5654 ○

まつもとファミリークリニック 180-0023
武蔵野市境南町2-9-3
大矢ﾋﾞﾙ2F

0422-39-5315 ○

甲賀クリニック 180-0023 武蔵野市境南町3-12-2 0422-30-7707 ○

湯川リウマチ内科クリニック 180-0023
武蔵野市境南町3-14-6
山桃ﾋﾞﾙ3F

0422-31-1155 ○

前澤クリニック 180-0023 武蔵野市境南町3-15-21 0422-30-2861 ○

武蔵境病院付属あんずクリニック 180-0023 武蔵野市境南町4-1-15 0422-50-9770 ○

下川整形外科 181-0001 三鷹市井の頭1-24-14 0422-43-5933 ○

笹本医院 181-0001 三鷹市井の頭1-31-22 0422-44-5802 ○

松川内科クリニック 181-0001 三鷹市井の頭2-1-17 0422-70-5525 ○

高水クリニック 181-0001 三鷹市井の頭2-14-2 0422-76-1232 ○

石井医院 181-0001 三鷹市井の頭2-32-37 0422-44-3090 ○

牟礼の里駅前クリニック 181-0001 三鷹市井の頭2-7-9 0422-40-6054 ○
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藤林医院 181-0001 三鷹市井の頭3-12-15 0422-43-4322 ○

岡庭医院 181-0001 三鷹市井の頭3-21-16 0422-43-8367 ○

若林医院 181-0001 三鷹市井の頭4-16-10 0422-43-0526 ○

本田医院 181-0002 三鷹市牟礼1-12-10 0422-43-8310 ○

三鷹さくらクリニック 181-0002 三鷹市牟礼2-11-5 0422-43-6410 ○

牟礼高山診療所 181-0002 三鷹市牟礼4-2-14 0422-70-4976 ○

むれクリニック 181-0002 三鷹市牟礼6-4-8 0422-44-1739 ○

天神前クリニック 181-0002 三鷹市牟礼7-1-24 0422-71-8191 ○

しんかわ医院 181-0002 三鷹市牟礼7-5-14 0422-70-5711 ○

まさ整形外科 181-0003 三鷹市北野4-12-17 0422-70-6670 ○

いりえ内科クリニック 181-0003 三鷹市北野4-5-30 03-5314-3577 ○

三鷹東クリニック 181-0003 三鷹市北野4-8-40 1階 03-6909-0565 ○

ゆうあいクリニック 181-0004 三鷹市新川4-25-18 0422-41-6611 ○

新川クリニック 181-0004 三鷹市新川5-6-21 0422-43-0123 ○

川越内科クリニック 181-0004 三鷹市新川6-25-4 0422-24-2231 ○

所澤クリニック 181-0004 三鷹市新川6-9-6 0422-76-6055 ○

仙川腎リウマチ・内科クリニック 181-0005 三鷹市中原1-28-22 03-5969-9668 ○

ヨシコクリニック 181-0011 三鷹市井口1-22-24 0422-32-5517 ○

みたか循環器内科 181-0012 三鷹市上連雀2-4-8 0422-45-1210 ○

篠原医院 181-0012 三鷹市上連雀2-9-5 0422-45-1859 ○

浅野クリニック 181-0012 三鷹市上連雀3-5-19 0422-46-5512 ○

高山医院 181-0012 三鷹市上連雀4-2-29 0422-43-0700 ○

三鷹中央病院 181-0012 三鷹市上連雀5-23-10 0422-44-6161 ○

うちはら内科クリニック 181-0012 三鷹市上連雀7-11-7 0422-40-6180 ○

鎌田医院 181-0013 三鷹市下連雀1-30-12 0422-43-4621 ○

吉祥寺通り花岡クリニック 181-0013 三鷹市下連雀1-9-24 0422-47-8799 ○

下田医院 181-0013 三鷹市下連雀2-18-1 0422-44-3710 ○
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サンクリニック三鷹 181-0013 三鷹市下連雀3-15-18 0422-44-5660 ○

平嶺医院 181-0013 三鷹市下連雀3-24-7 0422-43-2838 ○

三鷹痛みのクリニック 181-0013 三鷹市下連雀3-27-12 0422-79-2103 ○

片平内科クリニック 181-0013 三鷹市下連雀3-27-12 0422-79-0271 ○

東郷医院 181-0013 三鷹市下連雀3-34-13 0422-70-3050 ○

みたか中村脳神経外科クリニック 181-0013 三鷹市下連雀3-34-15 0422-40-5070 ○

三鷹駅前内科・糖尿病クリニック 181-0013 三鷹市下連雀3-36-1 0422-24-8010 ○

みたか南口泌尿器科クリニック 181-0013 三鷹市下連雀3-36-1 0422-26-8075 ○

三木クリニック 181-0013 三鷹市下連雀3-37-8 0422-71-7001 ○

みたかヘルスケアクリニック 181-0013 三鷹市下連雀3-38-4 0422-40-0102 ○

むさし野さいとうクリニック 181-0013 三鷹市下連雀3-43-19 0422-70-1071 ○

サウスポイントＭＹクリニック 181-0013 三鷹市下連雀3-43-23 0422-46-7851 ○

かんの内科 181-0013 三鷹市下連雀3-44-17 0422-40-5022 ○

三鷹南口内科 181-0013 三鷹市下連雀3-7-29 0422-43-2122 ○

高松メディカルクリニック 181-0013 三鷹市下連雀4-16-12 0422-70-1035 ○

たきがわクリニック 181-0013 三鷹市下連雀4-20-15 0422-41-7777 ○

東京国際大堀病院 181-0013 三鷹市下連雀4-8-40 0422-47-1000 ○

角田外科消化器科医院 181-0013 三鷹市下連雀4-9-1 0422-45-3251 ○

三鷹病院 181-0013 三鷹市下連雀5-1-12 0422-47-0800 ○

篠原病院 181-0013 三鷹市下連雀6-13-10 0422-46-2251 ○

くぼかわ内科医院 181-0013 三鷹市下連雀6-2-16 0422-24-7353 ○

１７３総合内科クリニック 181-0013 三鷹市下連雀6-8-50 0422-26-5173 ○

みなみうら生協診療所 181-0013 三鷹市下連雀7-1-27 0422-48-4121 ○

野村病院 181-0013 三鷹市下連雀8-3-6 0422-47-4848 ○

三鷹第一クリニック 181-0013 三鷹市下連雀8-9-21 0422-46-4141 ○

のざきはちまん前内科 181-0014 三鷹市野崎1-22-8 0422-48-3735 ○

萩原医院 181-0014 三鷹市野崎2-11-16 0422-31-1500 ○

5/16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

野崎医院 181-0014 三鷹市野崎3-18-18 0422-31-8373 ○

むさしの丘ファミリークリニック 181-0014 三鷹市野崎3-3-15 0422-30-9988 ○

天文台クリニック 181-0015 三鷹市大沢1-17-2 0422-30-7929 ○

奥田医院 181-0015 三鷹市大沢4-13-12 0422-32-8151 ○

八幡診療所 181-0015 三鷹市大沢5-3-11 0422-31-8092 ○

あかいしクリニック 181-0016 三鷹市深大寺2-35-29 0422-39-5941 ○

緑ヶ丘井上内科診療所 182-0001
調布市緑ヶ丘2-2-1
緑ヶ丘団地25-1

03-3309-2202 ○

（医社）永研会永研会クリニック 182-0002
調布市仙川町1-11-8
仙川FTﾋﾞﾙ2,3階

03-5315-1181 ○

仙川ひろクリニック 182-0002
調布市仙川町1-14-22
花輪ﾋﾞﾙ1階

03-6382-9935 ○

愛和クリニック 182-0002
調布市仙川町1-15-47
ひなたﾋﾞﾙ1階

03-3307-5477 ○

仙川駅前すずきクリニック 182-0002
調布市仙川町1-18-2
3110ﾋﾞﾙ3階

03-3309-1777 ○

仙川町クリニック 182-0002 調布市仙川町1-9-37-103 03-5384-4343 ○

（医社）仙川さとうクリニック 182-0002
調布市仙川町2-18-15
ﾒｿﾞﾝ仙川1階

03-5315-7373 ○

せたがや仙川クリニック 182-0002
調布市仙川町2-21-13
仙川ﾋﾞﾙB館3階

03-3305-3400 ○

塚本内科クリニック 182-0002
調布市仙川町3-1-1
ﾙﾐﾈ丸商1階

03-5315-2393 ○

仙川脳神経外科クリニック 182-0002
調布市仙川町3-9-15
ﾓﾝｳﾞｨﾗ-ｼﾞｭ仙川1階

03-5969-8061 ○

（医社）敬寿会わかば町クリニック 182-0003
調布市若葉町2-1-6
仙川ｾﾝﾄﾗﾙﾊﾟﾚｽ1階

03-5313-3331 ○

プライムクリニック 182-0004 調布市入間町2-28-36 050-1746-1165 ○

イカリクリニック 182-0004 調布市入間町3-9-23 03-3789-8200 ○

（医社）秀侑会つつじヶ丘ホ－ムドク
タ－クリニック

182-0005
調布市東つつじヶ丘1-2-4
OGﾋﾞﾙ1階

03-6909-0871 ○

つつじヶ丘クリニック 182-0006 調布市西つつじヶ丘1-2-1 042-499-8220 ○

五島医院 182-0006 調布市西つつじヶ丘1-21-3 042-486-3535 ○

（医社）秋鹿クリニック 182-0006
調布市西つつじヶ丘3-26-6
栄和ﾋﾞﾙ2階

042-489-5577 ○

井上博文クリニック 182-0006
調布市西つつじヶ丘3-30-28
IBﾊｳｽ101

042-499-5155 ○

（医社）東仁会つつじヶ丘神代クリ
ニック

182-0006 調布市西つつじヶ丘4-15-5 042-443-2246 ○

（医社）英麗会にわファミリークリニッ
ク

182-0006
調布市西つつじヶ丘4-23
第58号棟101号室

042-443-1120 ○

（医社）みなと会柴崎ファミリークリ
ニック

182-0007
調布市菊野台2-23-5
ｻﾆｰｱｲﾗﾝﾄﾞﾋﾞﾙ3階

042-440-3545 ○
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しばさき内科クリニック 182-0007 調布市菊野台2-5-21 042-440-1200 ○

（医社）光眞会工藤ハートフル・クリ
ニック

182-0011 調布市深大寺北町6-38-6 042-483-0125 ○

ふじかわクリニック 182-0012
調布市深大寺東町2-23-5
深大寺ﾒﾃﾞｨｶﾙﾋﾞﾙ2階

042-440-8277 ○

（医社）梟杜会西田医院 182-0014 調布市柴崎1-64-13 042-483-1350 ○

鵜戸西クリニック 182-0017 調布市深大寺元町4-31-2 042-482-8658 ○

ふしや内科・消化器内科クリニック 182-0021 調布市調布ヶ丘3-19-12 2階 042-485-0248 ○

おぎもと内科クリニック 182-0022 調布市国領町2-13-8 042-489-6658 ○

（医社）碧山会コクティやまうち内科・
神経内科

182-0022
調布市国領町2-5-15
ｺｸﾃｨｰ2階

042-488-7651 ○

はすだ内科循環器内科クリニック 182-0022
調布市国領町3-1-38
ｺｺｽｸｴｱ2階

042-426-8102 ○

国領内科・消化器内科クリニック 182-0022
調布市国領町3-3-20
よろずやﾋﾞﾙ2階

042-426-9509 ○

須藤クリニック 182-0022 調布市国領町5-28-8-100 042-498-1151 ○

（医社）大和会多摩川病院 182-0022 調布市国領町5-31-1 042-483-4114 ○

くろかわクリニック 182-0022
調布市国領町5-70-2
ｻﾝ･ﾙ-ｼ-2階

042-444-4880 ○

（医社）鳳笙会濱中めいようクリニッ
ク

182-0022 調布市国領町7-33-1 042-452-8970 ○

佐野医院 182-0022 調布市国領町7-66-29 042-482-4673 ○

（医社）共寿会なかやまクリニック 182-0022
調布市国領町8-2-2
ｺﾅ･ｳﾞｨﾚｯｼﾞ調布国領219

042-426-0557 ○

（医社）徳久会国領めいようクリニッ
ク

182-0022 調布市国領町8-6-8 042-440-1515 ○

そめちファミリ－クリニック 182-0023 調布市染地2-8-3 042-442-3123 ○

（医社）雪友会くわの胃腸科内科 182-0023 調布市染地3-1-1-10C 042-489-1212 ○

多摩川住宅内科クリニック 182-0023
調布市染地3-1-816
1階A2号区画

042-484-2240 ○

調布診療所 182-0024 調布市布田1-24-3 042-483-2557 ○

（医社）蒼流会岡本内科クリニック 182-0024
調布市布田1-35-3
ﾀﾞｲﾓﾝﾋﾞﾙ2階

042-481-1167 ○

（医社）晴翔会調布おなかと内科の
クリニック

182-0024
調布市布田1-50-1
ﾌｼﾞﾖｼﾋﾞﾙ201

042-481-3530 ○

（医社）入村会にゅうむら医院 182-0024
調布市布田2-16-2
ｽﾃｯｸｽ2階

042-443-6586 ○

（医社）福地会福地クリニック 182-0024
調布市布田4-20-3
ﾏｰﾄﾙｺｰﾄ調布ｻｻﾞﾝ

042-441-5038 ○

(医社）至善会ひらいクリニック 182-0024
調布市布田5-25-1 ｱﾌﾞﾆｰﾙ調布1
階

042-426-4525 ○

ふかざわクリニック 182-0025
調布市多摩川5-15-5
ﾌﾟﾚｾﾝﾄM203

042-444-3170 ○
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（医社）斗星堂会菅間医院 182-0026 調布市小島町1-24-5 042-482-8830 ○

（医社）桐生会桐生クリニック 182-0026 調布市小島町2-40-10 042-482-3069 ○

小田切医院 182-0026 調布市小島町2-51-1 042-482-8161 ○

（医社）小針会小針クリニック 182-0026
調布市小島町2-54-4
ﾗｲｵﾝｽﾞﾌﾟﾗｻﾞ調布ｼﾃｨ2階

042-443-4567 ○

（医社）ラサンテくにさわクリニック 182-0033
調布市富士見町2-14-19
三ﾂ木富士見町ﾏﾝｼｮﾝ1階

042-485-8117 ○

山口内科クリニック 182-0034 調布市下石原2-32-2 042-440-1886 ○

（医社）桐光会調布病院 182-0034 調布市下石原3-45-1 042-484-2626 ○

辻医院 182-0034 調布市下石原3-60-4 042-482-2891 ○

（医社）医光会西調布井上クリニック 182-0035 調布市上石原1-38-15 1階-A 042-426-0155 ○

川野医院 182-0035 調布市上石原2-27-9 042-485-5480 ○

（医社）東林会小林内科 182-0035 調布市上石原2-30-22 042-482-8623 ○

（医社）ＭＳＯ中村医院 182-0035 調布市上石原2-44-15 042-482-2036 ○

飛田給プライマリクリニック 182-0036
調布市飛田給1-11-1 ｿﾌｨｱ調布1
階

042-444-1715 ○

飛田給内科クリニック 182-0036
調布市飛田給1-28-2
平原ﾋﾞﾙ1階

042-497-6380 ○

医療法人社団慈秀会　石田クリニッ
ク

188-0001 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
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
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
西東京市谷戸町3-23-1 
K･flat1F

042-425-1178 ○

ひろクリニック 188-0001 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 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 西東京市緑町3-6-1 042-461-2682 ○

酒枝医院 188-0003 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
西東京市西原町5-1-8 西原ｸﾘﾆｯｸ
ﾋﾞﾙ2F

042-450-5535 ○

西東京めぐみクリニック 188-0011
西東京市田無町2-9-13
丸嘉ﾋﾞﾙ2F

042-452-5948 ○

医療法人社団吾勢会　指田医院 188-0011 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 西東京市田無町4-24-15 042-461-1535 ○

けやき在宅診療所 188-0011
西東京市田無町4-28-4 
田無第2ﾏｰﾌﾞﾙﾋﾞﾙ5階

042-467-6666 ○
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しげみつファミリークリニック 188-0011
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 西東京市田無町7-16-30-1階 042-462-7578 ○

田村医院 188-0011 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
西東京市南町2-1-14 
新倉ﾋﾞﾙ1F

042-420-6661 ○

坂上医院 188-0012 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 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 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
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
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 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
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 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 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 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
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 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
西東京市芝久保町2-4-
19

042-464-1511 ○

医療法人社団広香会　がんぼクリ
ニック

188-0014 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 西東京市芝久保町4-12-45 042-469-6776 ○

中山耳鼻咽喉科 202-0001 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 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
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 ○

ノーブルビルクリニック 202-0002 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 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
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プ　みわ内科ク
リニック

202-0004
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
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 ○
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医療法人社団章曜会　宇佐美整形
外科医院

202-0004 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 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
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 西東京市住吉町4-16-4 042-421-6620 ○

保谷内科呼吸器科クリニック 202-0005 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 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
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 西東京市泉町2-16-11 042-421-2220 ○

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

医療法人社団啓厚会　おぎた内科
クリニック

202-0012
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
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
西東京市東町4-8-28 
JUN西東京市101

042-425-6476 ○

増田医院 202-0012 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
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 西東京市中町2-1-17 042-421-3355 ○

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

下田内科クリニック 202-0014 西東京市富士町1-13-1 042-478-3508 ○

藤沼内科クリニック 202-0014
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 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 西東京市保谷町2-6-1 042-464-1550 ○

たかはし医院 202-0015 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 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 西東京市保谷町3-24-2 042-461-0781 ○

本町胃腸クリニック 202-0015 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
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 西東京市保谷町6-15-2 042-462-9177 ○

ごとう内科 202-0021 西東京市東伏見2-1-6 042-450-5100 ○
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医療法人社団啓修会　武村クリニッ
ク

202-0021 西東京市東伏見5-9-14 042-466-5150 ○

医療法人社団啓信会　武村医院 202-0021 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 西東京市柳沢1-4-26 042-461-8702 ○

池田クリニック 202-0022
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
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
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 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 西東京市新町2-5-35 0422-56-8130 ○

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

水口内科皮フ科 201-0001 狛江市西野川 4-40-4 03-3480-5520 ○

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

松本脳神経外科内科クリニック 201-0003 狛江市和泉本町1-2-10 03-5438-2657 ○

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

藤川医院 201-0003 狛江市和泉本町2-16-5 03-3489-3859 ○

岩瀬外科内科 201-0003 狛江市和泉本町3 -3-18 03-3489-3830 ○

やまだ総合内科クリニック 201-0003 狛江市和泉本町3-27-10 03-5761-5801 ○

喜多見駅前内科クリニック 201-0004 狛江市岩戸北2-19-13-102 03-3488-7820 ○

こしじまクリニック 201-0004 狛江市岩戸北3-12-13-101 03-3488-6083 ○

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

東京多摩病院 201-0005 狛江市岩戸南 2-2-3 03-3489-3191 ○

かとうクリニック 201-0012 狛江市中和泉 1-1-1-4F 03-3430-9911 ○

松岡医院 201-0012 狛江市中和泉 5-10-18 03-3480-4122 ○

かたやま内科クリニック 201-0012 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 狛江市中和泉 5-17-27 03-5761-9091 ○

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

石倉内科クリニック 201-0012 狛江市中和泉1-8-3-1F 03-5761-8891 ○

ファミリークリニックはら 201-0013 狛江市元和泉1-4-4-2F 03-3480-3992 ○
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染谷クリニック 201-0013
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 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 狛江市東和泉 3-3-15 03-3430-7116 ○

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

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

東久留米団地診療所 203-0001 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 東久留米市新川町2-2-22 042-477-0071 ○

細井医院 203-0014 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 東久留米市南沢4-3-2 042-461-2967 ○

東久留米おだやかメディカルクリ
ニック

203-0023
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 東久留米市南沢5-18-50 042-460-8502 ○

尾町内科クリニック 203-0031 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 東久留米市滝山4-1-18 042-473-3311 ○

医療法人五麟会黒目川診療所 203-0033 東久留米市滝山5-27-16 042-420-9853 ○

飯田医院 203-0033 東久留米市滝山7-15-16 042-472-8181 ○

長生医院 203-0033 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 東久留米市下里2-8-21 042-479-7171 ○
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医療法人社団清清会大波クリニック 203-0043 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
東久留米市本町1-3-6 
ｸﾞﾗﾝﾂﾋﾞﾙ2F

042-471-5051 ○

医療法人社団祐仁会あだち医院 203-0053 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 東久留米市本町3-3-23 042-471-2291 ○

水野胃腸クリニック 203-0053 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
イメンズホスピタル

203-0054 東久留米市中央町1-1-20 042-472-6111 ○

医療法人社団岸清会　清瀬下宿中
央診療所

204-0001 清瀬市下宿2-391-7 042-491-2217 ○

医療法人財団　織本病院 204-0002 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 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 清瀬市野塩5-280-2 042-496-7328 ○

北多摩クリニック 204-0013 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
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
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 清瀬市元町1-13-27 042-493-2727 ○

医療法人社団ホスピティウム聖十字
会　中島医院

204-0021
清瀬市元町1-3-45 
玉春堂ﾋﾞﾙ3･4･5F

042-495-6727 ○

医療法人社団華岡会　廣橋小児
科・内科医院

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

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

井上内科クリニック 204-0022
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
清瀬市松山1-2-26 
中村ﾋﾞﾙ2F

042-493-1630 ○
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宮本医院 204-0022 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 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 清瀬市竹丘1-17-9 042-491-1411 ○

川辺内科クリニック 204-0023 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
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 清瀬市竹丘2-3-7 042-491-6111 ○

社会福祉法人上宮会　清瀬リハビリ
テーション病院

204-0023 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 清瀬市梅園2-5-9 042-491-3211 ○

社会福祉法人慈生会　ベトレヘムの
園病院

204-0024 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 清瀬市松山3-1-24 042-491-4712 ○

小平いりえクリニック 187-0001
小平市大沼町1-25-11
ﾋﾞｭｰｺｰﾄ1階

042-349-0131 ○

小平北口クリニック 187-0001 小平市大沼町2-2-11 042-347-0211 ○

清水小児科内科医院 187-0001 小平市大沼町4-43-32 042-343-2255 ○

医療法人社団　滴水会　矢口内科
クリニック

187-0001 小平市大沼町7-3-2 042-349-1168 ○

松岡内科クリニック 187-0002
小平市花小金井1-1-11 
ｴﾒﾗﾙﾄﾞﾋﾞﾙ3F

042-426-8080 ○

吉元医院 187-0002 小平市花小金井1-21-3 042-461-5975 ○

エム・クリニック 187-0002 小平市花小金井1-29-5 042-451-6626 ○

医療法人社団　輝悠会
花小金井ハートクリニック

187-0002 小平市花小金井1-4-29-103 042-450-6050 ○

比留間医院 187-0002 小平市花小金井1-9-15 042-461-1636 ○

ふなびき胃腸クリニック 187-0002
小平市花小金井1-9-2 
ｴｽﾊﾟｼｵ301

042-459-6000 ○

松清医院 187-0002 小平市花小金井3-5-40 042-463-8128 ○

八木メディカルクリニック 187-0002 小平市花小金井6-17-5 042-460-3861 ○

医療法人社団　佐々木クリニック　
泌尿器科・小児泌尿器科

187-0002 小平市花小金井8-11-9 042-344-3390 ○

しみず内科循環器クリニック 187-0003
小平市花小金井南町1-26
-35 ｱｸﾃｨｵｽ 101

042-450-5288 ○

近藤医院 187-0003
小平市花小金井南町2-13
-13

042-467-2162 ○

まちだケアクリニック 187-0003
小平市花小金井南町2-13-4 ｴｸｾ
ﾙｶｵﾘ1F

042-450-6222 ○

いとう小児科 187-0003 小平市花小金井南町2-21-7 042-465-2288 ○
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鈴の木台診療所 187-0011 小平市鈴木町1-228-1 042-341-3256 ○

大林医院 187-0011 小平市鈴木町2-242-4 042-461-7677 ○

みどり内科クリニック 187-0022 小平市上水本町3-3-7 042-328-5111 ○

クリニックたかの台 187-0024
小平市たかの台38-7たかの台ﾒﾃﾞｨ
ｶﾙｸﾘﾆｯｸﾌﾟﾗｻﾞ102

042-342-5511 ○

小城医院 187-0031 小平市小川東町1808-10 042-342-0036 ○

原田内科クリニック 187-0031
小平市小川東町4-3-1 
萩山団地1号棟110

042-348-8661 ○

加賀美クリニック 187-0031 小平市小川東町5-5-1 042-341-0655 ○

医療法人社団優健会
第二小川クリニック

187-0031 小平市小川東町5-7-7 042-344-1122 ○

松前整形・形成外科・内科 187-0032 小平市小川町1-404-64 042-344-1666 ○

ゆずるクリニック 187-0032
小平市小川町1-972-7 
2F

042-348-8515 ○

こだいら小川町内科 187-0032 小平市小川町2-1317-11 042-341-0654 ○

かく内科・整形外科 187-0032 小平市小川町2-1858 042-345-7000 ○

新小平クリニック 187-0032 小平市小川町2-1975-8 042-312-1185 ○

古坂医院 187-0035 小平市小川西町1-23-13 042-341-0555 ○

小川クリニック 187-0035 小平市小川西町3-11-1 042-341-0653 ○

小平いまき内科クリニック 187-0041
小平市美園町1-12-6 
ｸﾞﾗﾝﾒｰﾙ小平1F

042-312-3820 ○

みその診療所 187-0041 小平市美園町1-2-16 042-342-7270 ○

井上内科クリニック 187-0042
小平市仲町268-6 
ｻﾗｲ仲町101

042-342-0056 ○

あかしあ脳神経外科 187-0042 小平市仲町425-12 042-345-7444 ○

仲谷クリニック 187-0043 小平市学園東町3-3-36 042-341-5270 ○

喜平橋耳鼻咽喉科 187-0044 小平市喜平町1-7-26 042-332-3387 ○

一橋病院 187-0045 小平市学園西町1-2-25 042-343-1311 ○

医療法人社団　湯川会　湯川医院 187-0045 小平市学園西町1-25-23 042-344-1118 ○

鈴木小児科内科医院 187-0045 小平市学園西町2-11-28 042-341-0353 ○

宮村クリニック 187-0045
小平市学園西町2-13-37 
ｶﾐﾃﾞﾋﾞﾙ3F

042-342-5588 ○

浮田医院 187-0045 小平市学園西町2-6-10 042-341-0348 ○

真能クリニック 187-0045 小平市学園西町3-7-11 042-342-8280 ○
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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

緑成会病院 187-8585 小平市小川西町2-35-1 042-341-3011 ○
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