
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）

東京原宿医院 150-0001 渋谷区神宮前1-10-23 03-3402-7474 ○

神宮の杜クリニック 150-0001
渋谷区神宮前1-19-11
はらじゅくｱｯｼｭ7F

03-5413-7275 ○

表参道クリニック 150-0001 渋谷区神宮前3-13-2 03-3478-6801 ○

赤阪医院 150-0001 渋谷区神宮前3-31-9 03-3401-7506 ○

神宮前クリニック 150-0001 渋谷区神宮前3-6-13 03-6721-1801 ○

ザ・キングクリニック 150-0001
渋谷区神宮前6-31-11
iori表参道B1F

03-3409-0764 ○

小野クリニック 150-0002
渋谷区渋谷1-21-12
ﾊﾟｼﾌｨｯｸ青山101

03-3400-8324 ○

医療法人社団創友会　ヒラハタクリ
ニック

150-0002
渋谷区渋谷1-24-6
ﾏﾄﾘｸｽ･ﾂｰﾋﾞﾙ9階

03-3400-3288 ○

医療法人社団　しおざき内科 150-0002
渋谷区渋谷1-7-5
青山ｾﾌﾞﾝﾊｲﾂ2F

03-5485-3123 ○

医療法人社団和会　渋谷コアクリ
ニック

150-0002
渋谷区渋谷1-9-8
朝日生命宮益坂ﾋﾞﾙ3F

03-3498-2111 ○

医療法人社団三昭会　渋谷新南口
クリニック

150-0002
渋谷区渋谷3-28-8
第三久我屋ﾋﾞﾙ2階

03-3406-6301 ○

一般社団法人　メディカルクリニック
渋谷

150-0002
渋谷区渋谷3-29-17
ﾎﾃﾙﾒｯﾂ渋谷2F

03-6418-0024 ○

医療法人社団健豊会　西島クリニッ
ク

150-0002
渋谷区渋谷3-9-9
東京建物渋谷ﾋﾞﾙ

03-3400-3637 ○

並木橋クリニック 150-0011 渋谷区東1-26-32 03-3499-6223 ○

吉峰内科胃腸科 150-0011
渋谷区東1-27-4
吉峰ﾋﾞﾙ2F

03-3407-1115 ○

医療法人社団恵智会　東京メディサ
イトクリニック

150-0011
渋谷区東2-16-9 SANKYO第3ﾋﾞﾙ
5階

03-6427-3033 ○

渋谷済生クリニック 150-0011
渋谷区東2-23-3
ﾀｺﾞｼﾝﾋﾞﾙ1F

03-3409-1041 ○

医療法人社団礼恵会　むすび葉クリ
ニック渋谷

150-0011
渋谷区東2-2-8
渋谷第2TYﾋﾞﾙ2F

03-5778-9797 ○

医療法人社団東京桜十字　恵比寿
桜十字クリニック

150-0011
渋谷区東3-9-19
VORT恵比寿maxim B1階

03-6849-2041 ○

エスエス内科循環器科クリニック 150-0012 渋谷区広尾1-10-11 03-3440-2110 ○

広尾タワークリニック 150-0012
渋谷区広尾1-1-31
広尾ﾀﾜｰ2F

03-3498-6662 ○

広尾羽澤内科眼科クリニック 150-0012 渋谷区広尾3-11-10 03-6450-5160 ○

広尾ガーデンヒルズクリニック 150-0012
渋谷区広尾4-1-12
広尾ｶﾞｰﾃﾞﾝﾋﾙｽﾞG棟

03-3406-5530 ○

広尾内科クリニック 150-0012 渋谷区広尾5-11-12 03-6277-3916 ○

メディカルクリニック広尾 150-0012
渋谷区広尾5-16-4
ﾛｲﾔﾙﾊﾟﾚｽ広尾103号

03-3443-7060 ○

医療法人社団誠心堂会　笠原クリ
ニック

150-0012
渋谷区広尾5-20-5
K･HIROO1-4F

03-3441-7622 ○

広尾本間クリニック 150-0012
渋谷区広尾5-3-15
広尾ｽｶｲﾋﾞﾙ3F

03-3446-7173 ○
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内科循環器科　伊藤内科 150-0013
渋谷区恵比寿1-13-8
第5伊藤ﾋﾞﾙ1F

03-3446-7400 ○

医療法人社団松寿会　松浦クリニッ
ク

150-0013
渋谷区恵比寿1-23-6
ｻﾞ･ﾏｸﾞﾉﾘｱｶﾞｰﾃﾞﾝ恵比寿1F

03-3444-1791 ○

医療法人社団星和会　あさの整形
外科

150-0013 渋谷区恵比寿2-10-1 1F 03-3443-0555 ○

エビス診療所 150-0013 渋谷区恵比寿2-10-5 03-3443-0744 ○

リーメディカルクリニック 150-0013
渋谷区恵比寿3-39-5
ﾒｿﾞﾝ･ﾄﾞ･ﾎﾞﾈ-ﾙ白金1B

03-5420-0168 ○

医療法人社団鴻鵠会　恵比寿クリ
ニック

150-0013
渋谷区恵比寿4-1-18
恵比寿ﾈｵﾅｰﾄ2F

03-3440-3131 ○

佐藤クリニック 150-0013
渋谷区恵比寿4-28-5
ﾌﾟﾚｻ-ｼﾞｭ2F

03-5447-2477 ○

えびすハートクリニック 150-0021
渋谷区恵比寿西1-10-7
 MMSﾋﾞﾙ2F

03-3461-1077 ○

医療法人社団恵比寿会　淳クリニッ
ク

150-0021
渋谷区恵比寿西1-14-2
ﾂﾑﾗﾋﾞﾙ201

03-5489-0463 ○

サン・キタノクリニック 150-0021 渋谷区恵比寿西1-14-8 03-3461-3317 ○

まみや内科胃腸クリニック 150-0021
渋谷区恵比寿西1-8-7
見須ﾋﾞﾙ5F

03-3464-6321 ○

恵比寿脳神経外科・内科クリニック 150-0022
渋谷区恵比寿南1-4-15
恵比寿銀座ｸﾛｽﾋﾞﾙ3階

03-3712-1188 ○

医療法人社団文昭会　内藤小児科
内科医院

150-0022 渋谷区恵比寿南2-5-9 03-3713-2526 ○

恵比寿みなみ観音坂クリニック 150-0022
渋谷区恵比寿南3-10-14
ｺｰﾌﾟ恵比寿101

03-3710-8181 ○

クリニック桜丘 150-0031
渋谷区桜丘町14-6
黒松ﾋﾞﾙ1F

03-3496-6789 ○

大平医院 150-0031
渋谷区桜丘町23-17
ｼﾃｨｺ-ﾄ桜丘1F

03-3462-1575 ○

医療法人社団ゆみの　ゆみのハート
クリニック渋谷

150-0031
渋谷区桜丘町25-18
NT渋谷ﾋﾞﾙ2階

03-3461-8838 ○

医療法人社団浩邦会　代官山内科
外科クリニック

150-0033 渋谷区猿楽町21-3 03-6455-0460 ○

代官山診療所 150-0033
渋谷区猿楽町24-7
代官山ﾌﾟﾗｻﾞ301

03-5728-3165 ○

うえき内科こどもクリニック 150-0033
渋谷区猿楽町24-7
代官山ﾌﾟﾗｻﾞ3F

03-3461-5518 ○

代官山パークサイドクリニック 150-0034
渋谷区代官山町16-1
ｶｽﾃｨﾖ代官山2F

03-5456-6282 ○

佐藤内科クリニック 150-0036
渋谷区南平台町13-1
ｻﾄｳﾋﾞﾙ1F

03-3463-1864 ○

渋谷サンクスクリニック 150-0041
渋谷区神南1-22-9
ｻﾝｸｽﾋﾞﾙ3F

03-3770-7300 ○

医療法人社団ＭＹメディカル ＭＹメ
ディカルクリニック

150-0042
渋谷区宇田川町20-17
NMF渋谷公園通りﾋﾞﾙ5階

03-6452-5100 ○

医療法人社団仁愛会　仁愛内科 150-0042
渋谷区宇田川町3-7
 ﾋｭｰﾘｯｸ渋谷公園通りﾋﾞﾙB1階

03-6906-8553 ○

医療法人財団　放友クリニック 150-0042
渋谷区宇田川町7-13
第二共同ﾋﾞﾙ7F

03-3464-5078 ○

若樹内科クリニック 150-0043
渋谷区道玄坂1-20-12
MT道玄坂401

03-5935-8013 ○
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道玄坂平賀クリニック 150-0043
渋谷区道玄坂1-9-3
大和ﾋﾞﾙ

03-3464-6341 ○

医療法人社団千修会　日健クリニッ
ク

150-0043
渋谷区道玄坂2-10-7
新大宗ﾋﾞﾙ5号館5階

03-3476-0488 ○

ウィメンズクリニック林 150-0043
渋谷区道玄坂2-25-6
ﾎﾘｳﾁﾋﾞﾙ4F

03-3464-8815 ○

長岩医院 150-0043 渋谷区道玄坂2-9-5 03-3461-0851 ○

吉田医院 150-0044 渋谷区円山町13-6 03-3461-0724 ○

医療法人社団樹医会　渋谷胃腸クリ
ニック

150-0044
渋谷区円山町3-2
後藤ﾋﾞﾙ3F

03-3462-5190 ○

医療法人社団静仁会　中島医院 150-0046 渋谷区松涛1-8-16 03-3467-7501 ○

医療法人社団東京桜十字　恵比寿
ガーデンプレイスクリニック

150-6004
渋谷区恵比寿4-20-3
恵比寿ｶﾞ-ﾃﾞﾝﾌﾟﾚｲｽﾀﾜｰ3F

03-5420-1611 ○

せんだがや整形外科リハビリクリニッ
ク

151-0051
渋谷区千駄ヶ谷1-22-3
三瑛ﾋﾞﾙ1階

03-3423-1200 ○

医療法人社団鳳凰会　フェニックス
メディカルクリニック

151-0051 渋谷区千駄ヶ谷3-41-6 0120-063-063 ○

医療法人財団東京勤労者医療会　
代々木診療所

151-0051 渋谷区千駄ヶ谷4-26-6 03-3478-1468 ○

千駄ヶ谷医院 151-0051 渋谷区千駄ヶ谷5-14-14 03-3356-7535 ○

医療法人社団バリューメディカル　
バリューＨＲビルクリニック

151-0051
渋谷区千駄ヶ谷5-21-14
ﾊﾞﾘｭｰHRﾋﾞﾙ

03-6380-1400 ○

北参道クリニック 151-0051 渋谷区千駄ヶ谷5-4-2 03-5379-5526 ○

田坂記念クリニック 151-0053
渋谷区代々木1-35-4
代々木ｸﾘｽﾀﾙﾋﾞﾙ8F

03-3374-0641 ○

医療法人社団正賀会　代々木山下
医院

151-0053
渋谷区代々木1-35-4
代々木ｸﾘｽﾀﾙﾋﾞﾙB1-1号

03-3370-1599 ○

花クリニック 151-0053 渋谷区代々木1-38-11 03-3375-1161 ○

渡辺七六クリニック 151-0053
渋谷区代々木1-38-5-
7F

03-3376-0076 ○

医療法人社団祥樹会　きかわだクリ
ニック

151-0053
渋谷区代々木1-43-7
SKﾋﾞﾙ1F

03-3379-2002 ○

田尻医院 151-0053
渋谷区代々木1-53-4
田尻ﾋﾞﾙ6F

03-3370-3827 ○

医療法人社団ひさわ会　久野マイン
ズタワークリニック

151-0053
渋谷区代々木2-1-1
新宿ﾏｲﾝｽﾞﾀﾜ-2F

03-3370-5906 ○

医療法人社団呼吸会　谷本呼吸器
内科クリニック

151-0053
渋谷区代々木2-16-7
山葉ﾋﾞﾙ5階

03-5351-1081 ○

医療法人財団鎮目記念会　鎮目記
念クリニック

151-0053
渋谷区代々木2-16-7
山葉ﾋﾞﾙ6F

03-3299-3591 ○

医療法人社団ＤＥＮ　みいクリニック
代々木

151-0053
渋谷区代々木2-44-12
ｻﾝﾎﾜｲﾄYAJIMA101

03-6276-5385 ○

医療法人社団松和会　望星新宿南
口クリニック

151-0053
渋谷区代々木2-9-2
久保ﾋﾞﾙ3階

03-3376-0191 ○

赤心堂クリニック 151-0053 渋谷区代々木3-33-10 03-3370-5306 ○

初台あらいクリニック 151-0053
渋谷区代々木4-32-1
ﾄｰｼﾝﾋﾞﾙﾐﾚﾆｱﾑ4F

03-5302-1707 ○
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山脇診療所 151-0053
渋谷区代々木4-5-16
La鳳山101号

03-3375-1325 ○

参宮橋整形外科・内科 151-0053
渋谷区代々木5-55-7
1階

03-6407-8517 ○

医療法人社団育心会　稲垣クリニッ
ク

151-0053 渋谷区代々木5-7-17 03-5453-1399 ○

医療法人社団温光会　内藤病院 151-0061 渋谷区初台1-35-10 03-3370-2351 ○

さかいメディカルクリニック 151-0062
渋谷区渋谷区元代々木町 6-1-
101

03-6407-9348 ○

白滝医院 151-0063
渋谷区富ｹ谷1-48-6
代々木公園ﾊｲﾂ1階

03-3466-5655 ○

医療法人財団荘敬会　富ヶ谷みら
いクリニック

151-0063
渋谷区富ヶ谷1-49-3 ﾌｪﾘｰﾁｪ代々
木公園1階

03-3467-7171 ○

医療法人社団博悠会　代々木八幡
クリニック

151-0063
渋谷区富ヶ谷1-51-4
代々木八幡猪山ﾋﾞﾙ2F

03-3465-2662 ○

医療法人社団涼水会　木島小児科
内科耳鼻咽喉科医院

151-0063 渋谷区富ヶ谷2-21-10 03-3467-6740 ○

医療法人社団晴梢会　小林医院 151-0064 渋谷区上原1-23-1 03-3467-3577 ○

医療法人慶聰会
矢澤クリニック渋谷

151-0064
渋谷区上原1-33-11-
2階

03-5738-7282 ○

三協医院 151-0064 渋谷区上原2-38-10 03-3468-7075 ○

越川医院 151-0065 渋谷区大山町36-13 03-3466-5665 ○

医療法人社団隆津会　辻整形外科 151-0066 渋谷区西原1-21-15 03-3466-2971 ○

長澤医院 151-0066 渋谷区西原1-8-12 03-3466-3665 ○

浜内科クリニック 151-0066
渋谷区西原3-2-4
丸幸ﾋﾞﾙ2F

03-3481-2061 ○

代々木上原駅前内科クリニック 151-0066
渋谷区西原3-7-8
ﾌｨｰﾙﾄﾞ代々木上原2階

03-5790-9880 ○

医療法人社団創青会　あおい内科 151-0066
渋谷区西原3-8-5
ｱｺﾙﾃﾞ代々木上原B1F A002号

03-5738-2380 ○

いのくち内科クリニック 151-0071 渋谷区本町1-11-11 03-5302-5200 ○

医療法人社団いその会　あさわクリ
ニック初台

151-0071
渋谷区本町1-4-3
ｴﾊﾞｰｸﾞﾚｲｽ本町1階

03-3377-3370 ○

クリニック玲タケダ 151-0071
渋谷区本町1-52-2
Kﾋﾞﾙ3F

03-3377-9809 ○

医療法人社団旭洋会　鈴木医院 151-0071 渋谷区本町2-18-8 03-3377-3610 ○

武藤医院 151-0071 渋谷区本町2-41-2 03-3377-3892 ○

医療法人社団樹仁会　森医院 151-0071 渋谷区本町2-6-9 森ﾋﾞﾙ 03-3377-4077 ○

本町内科小児科クリニック 151-0071
渋谷区本町2-6-9
森ﾋﾞﾙ3F

03-5351-1356 ○

医療法人社団和孝会　荻原整形外
科

151-0071 渋谷区本町2-7-10 03-5371-3001 ○

北田医院 151-0071 渋谷区本町2-7-6 03-3377-3569 ○
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渡辺クリニック 151-0071
渋谷区本町3-10-3
清水橋矢部ﾋﾞﾙ2F

03-3375-7361 ○

西新宿5丁目内山クリニック 151-0071 渋谷区本町3-31-13 03-3372-0077 ○

ニキ・ハートクリニック 151-0071
渋谷区本町4-16-9
-101

03-6383-3512 ○

宮本医院 151-0071 渋谷区本町5-27-11 03-3376-1653 ○

小泉クリニック 151-0072 渋谷区幡ヶ谷1-31-6 03-3460-5123 ○

医療法人社団慶照会　幡ヶ谷内科
クリニック

151-0072 渋谷区幡ヶ谷2-16-8 03-3373-4810 ○

クロス病院 151-0072 渋谷区幡ヶ谷2-18-20 03-3376-6450 ○

医療法人社団健宝会　小川医院 151-0072 渋谷区幡ヶ谷2-5-7 03-3376-3877 ○

吉田産婦人科クリニック 151-0072 渋谷区幡ヶ谷3-74-10 03-3376-0900 ○

医療法人社団勝和会　土田整形外
科

151-0072 渋谷区幡ヶ谷3-78-6 03-3376-6920 ○

かずえキッズクリニック 151-0072 渋谷区幡ヶ谷3-81-7 03-3376-1662 ○

医療法人社団はたがや協立会　は
たがや協立診療所

151-0072
渋谷区幡ヶ谷3-9-11
ﾌﾟﾗｯﾂ幡ヶ谷1F

03-5304-0621 ○

医療法人社団賛州会　藤岡医院 151-0073
渋谷区笹塚1-30-11
中村ﾋﾞﾙ3F

03-3460-0798 ○

医療法人社団ピクシス　ノリメディカ
ルクリニック笹塚南

151-0073
渋谷区笹塚1-30-3
ﾋﾞﾗｰｼﾞｭ笹塚Ⅲ6F

03-5452-0241 ○

医療法人社団澤池会　坂本クリニッ
ク

151-0073
渋谷区笹塚1-31-11
ﾋﾞﾗ-ｼﾞｭ笹塚1

03-3469-3926 ○

笹塚平本クリニック 151-0073
渋谷区笹塚1-48-14
ｼｮｯﾋﾟﾝｸﾞﾓ-ﾙ21､2F

03-3485-0170 ○

笹塚２１内科ペインクリニック 151-0073
渋谷区笹塚1-48-14
笹塚ｼｮｯﾋﾟﾝｸﾞﾓｰﾙ2F

03-3485-6311 ○

医療法人社団　松吉医院 151-0073 渋谷区笹塚1-57-5-2F 03-3377-3718 ○

医療法人社団布川会　笹塚・代田
橋透析クリニック

151-0073
渋谷区笹塚1-64-8
笹塚ｻｳｽﾋﾞﾙ2階

03-5304-1131 ○

医療法人社団拓研会　岩瀬内科循
環器科クリニック

151-0073
渋谷区笹塚2-10-4
Y笹塚ﾋﾞﾙ2F

03-3375-7227 ○

和田整形外科クリニック 151-0073
渋谷区笹塚2-10-4
Y笹塚ﾋﾞﾙ3F

03-5371-1666 ○

医療法人社団基豊会　笹塚田中クリ
ニック

151-0073
渋谷区笹塚2-16-4
ｱﾝﾃﾞｨｰﾗﾆ笹塚1F

03-5333-6055 ○

小島クリニック 151-0073 渋谷区笹塚2-9-1 03-3378-7279 ○

板垣医院 151-0073 渋谷区笹塚3-18-8 03-3377-7405 ○

木実谷医院 151-0073 渋谷区笹塚3-54-4 03-3370-1027 ○

篠原クリニック 151-0073 渋谷区笹塚3-58-18 03-3377-6633 ○

医療法人財団東京勤労者医療会　
代々木病院

151-8556 渋谷区千駄ヶ谷1-30-7 03-3478-7038 ○
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網野クリニック 154-0001 世田谷区池尻2-26-5 03-3412-6785 ○

かまやち内科クリニック 154-0001 世田谷区池尻2-31-7-102 03-6450-8506 ○

古畑病院 154-0001 世田谷区池尻2-33-10 03-3424-0705 ○ ○ ○

齋藤医院 154-0002 世田谷区下馬1-4-14 03-3424-6911 ○

みくに内科眼科クリニック 154-0002 世田谷区下馬1-45-17 03-3411-3920 ○

奥ノ山医院 154-0002 世田谷区下馬2-21-26 03-3411-0005 ○

しらきメディカルクリニック 154-0002 世田谷区下馬2-44-7 03-6453-2707 ○

下馬内科クリニック 154-0002 世田谷区下馬4-23-14 03-3418-3036 ○

シグマクリニック 154-0002 世田谷区下馬5-41-21 0120-978-922 ○ ○

中島内科小児科医院 154-0002 世田谷区下馬5-7-20 03-3418-1889 ○

下馬６－２１かやしま医院 154-0002 世田谷区下馬6-21-2 03-3418-6555 ○

おぎの内科クリニック 154-0002 世田谷区下馬6-26-15 03-3414-2255 ○

西條クリニック下馬 154-0002 世田谷区下馬6-31-19 03-3421-4386 ○

加藤クリニック 154-0003 世田谷区野沢2-14-5 03-3414-9688 ○

野沢３丁目内科 154-0003 世田谷区野沢3-1-16 03-5779-8255 ○

林内科外科医院 154-0003 世田谷区野沢3-23-1 03-3421-2136 ○

パークサイド脳神経外科クリニック 154-0004 世田谷区太子堂1-3-39-B1F 03-3414-3300 ○

小俣内科クリニック 154-0004
世田谷区太子堂2-19-3 仙田ﾋﾞﾙ
1F

03-5432-3690 ○

樹のはなクリニック 154-0004
世田谷区太子堂2-26-2ｻﾙｰｽ太
子橋1F

03-5433-3388 ○

太子堂内科クリニック 154-0004 世田谷区太子堂2-30-5 03-3487-0123 ○

石丸医院 154-0004 世田谷区太子堂2-9-21-102 03-5430-3738 ○

いいむろ内科クリニック 154-0004 世田谷区太子堂3-28-16 03-3487-1166 ○

ながしまクリニック 154-0004
世田谷区太子堂3-38-18 Brillia ist
三軒茶屋 ﾌﾞﾗｯｻﾑﾃﾗｽ1F

03-5433-3818 ○

たけおクリニック 154-0004
世田谷区太子堂4-22-7 森住ﾋﾞﾙ
3F

03-5433-3255 ○

小森クリニック 154-0004 世田谷区太子堂5-11-4 03-3412-8770 ○

三軒茶屋はやかわクリニック 154-0004 世田谷区太子堂5-15-13 03-6303-7383 ○

亀井クリニック 154-0005 世田谷区三宿1-8-19 03-3413-7077 ○
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石橋医院 154-0011 世田谷区上馬1-11-9 03-3410-3377 ○

近藤内科クリニック 154-0011 世田谷区上馬2-28-16 03-3411-1310 ○

みんなのクリニック三軒茶屋 154-0011 世田谷区上馬2-29-20 03-6453-2390 ○

駒沢・風の診療所 154-0011 世田谷区上馬4-4-10 03-5712-0012 ○

駒沢診療所 154-0011 世田谷区上馬4-5-8 03-3424-8562 ○ ○ ○

かわにし整形外科クリニック 154-0012 世田谷区駒沢1-19-8-1F 03-5875-1485 ○

駒沢腎クリニック 154-0012
世田谷区駒沢1-19-8ｱｰﾊﾞﾈｽﾄ駒
沢3F

03-3411-7377 ○

駒沢ヒロタクリニック 154-0012
世田谷区駒沢1-2-25 駒沢1･2ﾋﾞﾙ
3F

03-5433-8300 ○

西澤内科クリニック 154-0012 世田谷区駒沢1-6-17 03-5433-2817 ○

駒沢大塚クリニック 154-0012 世田谷区駒沢2-1-13 関ﾋﾞﾙ2F 03-5712-1181 ○

駒沢公園内科クリニック 154-0012 世田谷区駒沢4-1-1 ﾉｱ駒沢1F 03-5779-6603 ○

浜本眼科・内科 154-0012
世田谷区駒沢4-19-13 ヴｪﾙﾃﾞｰﾙ
駒沢201

03-5432-6302 ○

さいとうクリニック 154-0014 世田谷区新町2-35-20 03-3425-1200 ○

桜新町アーバンクリニック 154-0014
世田谷区新町3-21-1 さくらｳｪﾙ
ｶﾞｰﾃﾞﾝ2F

03-3429-1192 ○

ひかりクリニック 154-0014 世田谷区新町3-22-4 03-5426-7888 ○ ○

池上内科循環器内科クリニック 154-0015 世田谷区桜新町1-11-5 03-5426-6550 ○

さくらクリニック 154-0015
世田谷区桜新町1-14-22 Fｺｰﾄ桜
新町1F

03-5477-8040 ○

せたがや泌尿器腎クリニック 154-0015
世田谷区桜新町1-40-8 桜新町ｸﾘ
ﾆｯｸﾓｰﾙ2F

03-3425-1124 ○ ○ ○

せたがや内科・消化器クリニック 154-0015
世田谷区桜新町1-40-8 桜新町ｸﾘ
ﾆｯｸﾓｰﾙ3F

03-3428-1107 ○ ○ ○

桜新町クリニック 154-0015 世田谷区桜新町1-7-6 03-5706-4321 ○

とも内科クリニック 154-0015 世田谷区桜新町2-10-4 ﾐｹｱ2D 03-5451-7700 ○

蓮沼クリニック 154-0015
世田谷区桜新町2-8-2 MIYATAﾋﾞ
ﾙ2F

03-3420-7060 ○

桜新町サカベ内科循環器科クリニッ
ク

154-0015
世田谷区桜新町2-9-6 BLOSSOM
桜新町3F

03-5799-6672 ○

桜新町ペインクリニック 154-0015
世田谷区桜新町2-9-6 BLOSSOM
桜新町B1F

03-5799-6566 ○

神谷整形外科・眼科 154-0016 世田谷区弦巻1-35-20 03-6413-7111 ○

深沢クリニック 154-0016 世田谷区弦巻2-39-3 03-3426-8253 ○

弦巻整形外科 154-0016 世田谷区弦巻3-8-8 03-3420-5570 ○
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樺クリニック 154-0016 世田谷区弦巻4-2-18-1F 03-5451-7211 ○

赤柴医院 154-0016 世田谷区弦巻5-16-1 03-3427-5329 ○

世田谷１丁目整形外科 154-0017 世田谷区世田谷1-15-11 03-3425-1921 ○

世田谷中央病院 154-0017 世田谷区世田谷1-32-18 03-3420-7111 ○

浅川クリニック 154-0017 世田谷区世田谷1-3-8 03-3420-0032 ○

香取整形外科 154-0017 世田谷区世田谷1-42-11 03-3706-8000 ○

せたがや上町脳神経クリニック 154-0017 世田谷区世田谷2-4-2-4F･5F 03-5477-2020 ○

いしかわキッズクリニック 154-0017 世田谷区世田谷2-6-11 03-5451-3014 ○

足立内科医院 154-0017 世田谷区世田谷3-24-13 03-3427-7312 ○

杉下クリニック 154-0017 世田谷区世田谷3-4-1 03-3706-3311 ○

ながたクリニック 154-0017
世田谷区世田谷4-1-3世田谷医療
COMMUNITY3F

03-5477-1128 ○

内科小久保医院 154-0017 世田谷区世田谷4-20-11-101 03-5426-3183 ○

こうらクリニック 154-0021 世田谷区豪徳寺1-23-22 03-3425-2333 ○

そがメディカルクリニック 154-0021 世田谷区豪徳寺1-28-1-B1F 03-6432-6070 ○

羽田内科医院 154-0021 世田谷区豪徳寺1-46-20 03-5477-3901 ○

村田医院 154-0021 世田谷区豪徳寺2-16-25 03-3425-2612 ○

田渕整形外科クリニック 154-0021 世田谷区豪徳寺2-31-8 03-5451-7878 ○

鴻上内科医院 154-0022 世田谷区梅丘1-11-3 03-3420-5219 ○

近藤整形外科 154-0022 世田谷区梅丘1-13-4 03-3706-7043 ○

的場医院 154-0022 世田谷区梅丘1-21-2 03-3420-3207 ○

梅ヶ丘駅前クリニック 154-0022 世田谷区梅丘1-25-1-2F 03-5477-1192 ○

つぼ内科おなかクリニック 154-0022 世田谷区梅丘2-23-30 03-3425-0587 ○

若林医院 154-0023 世田谷区若林3-33-15 03-3421-0282 ○

髙島・山田クリニック 154-0023 世田谷区若林4-16-15 03-3419-2396 ○

佐中医院 154-0023 世田谷区若林4-17-7 03-3421-9728 ○

野村クリニック 154-0023
世田谷区若林4-21-15みなとﾋﾞﾙ
1F

03-3795-1511 ○

本間医院 154-0023 世田谷区若林4-21-16 03-3419-4827 ○
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若林ゆうクリニック 154-0023 世田谷区若林5-14-6-2F 03-3410-1120 ○

松陰外科胃腸科医院 154-0023 世田谷区若林5-18-5 03-3414-0694 ○

いなみ内科クリニック 154-0024 世田谷区三軒茶屋1-13-7-2F 03-3413-1730 ○

三軒茶屋病院 154-0024 世田谷区三軒茶屋1-21-5 03-3410-7321 ○

三軒茶屋第一病院 154-0024 世田谷区三軒茶屋1-22-8 03-5787-2211 ○

ちえ内科クリニック 154-0024
世田谷区三軒茶屋1-32-14園田ﾋﾞ
ﾙ2F

03-6805-2081 ○

はたいしメディカルクリニック 154-0024
世田谷区三軒茶屋1-35-21 LILAS
三軒茶屋 2F

03-5787-5525 ○

北岡クリニック 154-0024 世田谷区三軒茶屋1-37-10-2F 03-3410-0721 ○

三軒茶屋駅前おなかクリニック 154-0024 世田谷区三軒茶屋1-37-2-4F 03-3421-7149 ○

鈴木内科循環器科 154-0024 世田谷区三軒茶屋1-39-5-202 03-3412-0072 ○

中村内科クリニック 154-0024 世田谷区三軒茶屋1-41-15-1F 03-5432-5465 ○

奈良クリニック 154-0024 世田谷区三軒茶屋1-6-1 03-5486-9550 ○

恩田メディカルプラザ 154-0024 世田谷区三軒茶屋2-11-20-5F 03-5726-9327 ○

三軒茶屋内科クリニック 154-0024 世田谷区三軒茶屋2-20-18 03-3421-4522 ○

井上外科・内科 154-0024 世田谷区三軒茶屋2-24-17 03-3424-3360 ○

戸塚小児科医院 154-0024 世田谷区三軒茶屋2-47-6 03-3414-8835 ○

岩崎内科クリニック 154-0024 世田谷区三軒茶屋2-56-7 03-3419-1085 ○

山口内科小児科医院 154-0024 世田谷区三軒茶屋2-6-5 03-3424-3651 ○

ふたばクリニック 154-0024 世田谷区三軒茶屋2-8-11 03-3410-2700 ○

池ノ上産婦人科医院 155-0031 世田谷区北沢1-41-6 03-3467-4608 ○

こころとからだの訪問クリニック 155-0031
世田谷区北沢2-1-1
ﾂﾊﾞｻﾏﾝｼｮﾝ103

03-6407-0984 ○

ゆうハートクリニック 155-0031 世田谷区北沢2-1-16-2F 03-5432-9310 ○

下北沢整形外科リウマチ科クリニッ
ク

155-0031 世田谷区北沢2-14-10-3F 03-6805-3038 ○

加藤医院 155-0031 世田谷区北沢2-22-11 03-3412-1401 ○

島津メディカルクリニック 155-0031 世田谷区北沢2-22-7 03-5430-5556 ○

間宮泌尿器科クリニック 155-0031 世田谷区北沢2-2-3-4F 03-3422-6006 ○

志賀医院 155-0031 世田谷区北沢2-29-16 03-3460-3552 ○
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下北沢トモクリニック 155-0031
世田谷区北沢2-35-2 第3ｼﾝﾔｼｷ
ﾋﾞﾙ3F302

03-3469-3330 ○

奎和内科医院 155-0031 世田谷区北沢2-9-20 03-3469-1688 ○

直宮医院 155-0031 世田谷区北沢3-11-14 03-3468-2867 ○

さねみつ整形外科 155-0031 世田谷区北沢3-1-2 03-3485-1511 ○

おおた内科クリニック 155-0031
世田谷区北沢3-2-3 東北沢医療
ﾋﾞﾙ2 F

03-5453-0010 ○

佐伯医院 155-0031 世田谷区北沢4-1-12 03-3466-8848 ○

大堀IBDクリニック 155-0032 世田谷区代沢1-27-3-2F 03-6450-8200 ○

松多内科医院 155-0032 世田谷区代沢2-28-8 03-5430-7635 ○

羽山医院 155-0032 世田谷区代沢2-36-8 03-3487-1731 ○

下山内科クリニック 155-0032 世田谷区代沢2-44-14 03-3419-2300 ○

原医院 155-0032 世田谷区代沢3-12-17 03-3421-0688 ○

堀医院 155-0032 世田谷区代沢3-16-8 03-3421-2117 ○

代沢さくら醫院 155-0032 世田谷区代沢4-45-19 03-3412-2911 ○

代沢内科クリニック 155-0032 世田谷区代沢4-5-19-1F 03-3413-1159 ○

かどた内科クリニック 155-0032 世田谷区代沢5-18-1-2F 03-6413-8333 ○

代沢診療所 155-0032 世田谷区代沢5-30-9 03-3419-5401 ○

副島クリニック 155-0032 世田谷区代沢5-3-8 03-3421-1793 ○

秋元クリニック 155-0033 世田谷区代田1ｰ45-3 03-5430-0008 ○

菅外科・整形外科医院 155-0033 世田谷区代田1-1-5 03-3414-5286 ○

福井クリニック 155-0033 世田谷区代田2-1-16 03-3410-5169 ○

代田クリニック 155-0033 世田谷区代田2-18-11ｴｺｰﾋﾞﾙ1F 03-5787-3320 ○

大西内科 155-0033 世田谷区代田3-10-3 03-3421-8421 ○

梶原内科クリニック 155-0033 世田谷区代田3-1-3-102 03-3424-8777 ○

藤井内科医院 155-0033 世田谷区代田3-43-12 03-3414-5557 ○

桃子メディカルクリニック 155-0033 世田谷区代田5-27-1 03-6450-7702 ○

いしい外科 156-0041 世田谷区大原1-24-8 03-5738-5577 ○

小原医院 156-0041 世田谷区大原1-49-14 03-3460-2036 ○
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中島医院 156-0041 世田谷区大原2-16-7-1階 03-3321-7788 ○

大原クリニック 156-0041 世田谷区大原2-23-19 03-3324-3077 ○

山崎整形外科 156-0042 世田谷区羽根木1-2-2 03-5376-3711 ○

寺田医院 156-0042 世田谷区羽根木2-17-11 03-3322-2685 ○

うすだ内科クリニック 156-0043 世田谷区松原2-29-1-201 03-3323-7707 ○

山形医院 156-0043 世田谷区松原2-39-19 03-3328-8800 ○

明大前クリニック 156-0043
世田谷区松原2-42-14美鈴Sﾋﾞﾙ
101

03-5376-2281 ○

吉川内科医院 156-0043 世田谷区松原3-28-8 03-3323-0661 ○ ○ ○

松原ファミリークリニック 156-0043 世田谷区松原5-42-2 03-5355-4976 ○

星医院 156-0043 世田谷区松原5-5-1 03-3325-3080 ○

大坪医院 156-0043 世田谷区松原5-58-11 03-3328-2285 ○

佐藤内科クリニック 156-0043 世田谷区松原5-6-6 03-3322-5735 ○

井上医院 156-0043 世田谷区松原6-1-10 03-3323-0764 ○

梶原クリニック 156-0043 世田谷区松原6-35-6 03-5301-5656 ○

赤堤クリニック 156-0044 世田谷区赤堤1-1-4 03-5376-1131 ○

恵和クリニック 156-0044 世田谷区赤堤1-37-7 03-5301-2541 ○

斎藤小児科内科医院 156-0044 世田谷区赤堤1-39-15 03-3325-1177 ○

キタ・クリニック 156-0044 世田谷区赤堤2-40-9 03-3327-3941 ○

和みファミリークリニック 156-0044 世田谷区赤堤2-44-10 03-4291-9671 ○

みよし内科クリニック 156-0044 世田谷区赤堤3-19-22 03-3328-5348 ○

鳥居医院 156-0044 世田谷区赤堤3-2-16 03-5300-7733 ○

松原整形外科内科 156-0044 世田谷区赤堤4-22-7-1F 03-5376-6200 ○

丹生クリニック 156-0044 世田谷区赤堤5ｰ31-8ｺﾔﾏﾋﾞﾙ1F 03-5376-7676 ○

大森クリニック 156-0045 世田谷区桜上水1-9-2 03-3302-6121 ○

広瀬クリニック 156-0045 世田谷区桜上水4-16-13 03-3302-1438 ○

林診療所 156-0045 世田谷区桜上水4-18-19-2F 03-5316-5520 ○

桜上水医院 156-0045 世田谷区桜上水5-13-9 03-5374-6788 ○
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かなざわ内科クリニック 156-0051 世田谷区宮坂1-38-18 03-5942-6833 ○

竹川内科医院 156-0051 世田谷区宮坂1-41-20 03-3706-2341 ○

あらいクリニック 156-0051
世田谷区宮坂3-13-6すずらん会
館3F

03-5451-5300 ○

本田クリニック 156-0051 世田谷区宮坂3-20-6 03-5451-7051 ○

山田外科クリニック 156-0051 世田谷区宮坂3-46-2 03-3420-2704 ○

五十畑クリニック 156-0052 世田谷区経堂1-11-4 03-3429-0238 ○

鶴町クリニック 156-0052 世田谷区経堂1-14-13 03-3425-5220 ○

やまうちクリニック 156-0052 世田谷区経堂1-22-16 03-5799-4546 ○

農大通り診療所 156-0052
世田谷区経堂1-5-6ﾊﾟﾙﾌｧﾑ経堂
1F-A

03-3439-6051 ○

西クリニック 156-0052 世田谷区経堂2-1-33経堂ｺﾙﾃｨ3F 03-3425-0024 ○

吉澤内科クリニック 156-0052 世田谷区経堂2-15-13 03-3427-3777 ○

児玉経堂病院 156-0052 世田谷区経堂2-5-21 03-3420-1028 ○

田宮小児科アレルギー科医院 156-0052 世田谷区経堂5-21-3 03-3427-7974 ○

五十子クリニック 156-0052 世田谷区経堂5-3-29 03-3426-0220 ○

世田谷プルメリア内科クリニック 156-0052 世田谷区経堂5-35-20-103 03-5799-6972 ○ ○ ○

河野整形外科 156-0053 世田谷区桜1-29-18 03-3426-8255 ○

臼井内科 156-0053
世田谷区桜1-65-8 ｴﾝﾌﾞﾚﾑ経堂
1F

03-5426-8811 ○

世田谷通り桜内科クリニック 156-0053 世田谷区桜3-2-6 03-3420-1159 ○

こしだ内科クリニック 156-0054
世田谷区桜丘2-27-11ﾚﾌｨｰﾉKMﾋﾞﾙ
1F

03-3425-1771 ○

ちとせ船橋駅前内科 156-0054 世田谷区桜丘2-28-16-2F 03-5477-1024 ○

渡辺クリニック 156-0054 世田谷区桜丘2-5-23 03-5426-8624 ○

松岡醫院 156-0054 世田谷区桜丘3-26-4-2F 03-3706-3870 ○

伊藤内科胃腸科 156-0054 世田谷区桜丘4-11-13 03-5477-8830 ○

桜丘クリニック 156-0054 世田谷区桜丘5-17-4 直井ﾋﾞﾙ1F 03-5426-2292 ○

せきぐちクリニック 156-0055 世田谷区船橋1-16-1 03-3429-4181 ○

桜田内科クリニック 156-0055 世田谷区船橋1-29-3-2F 03-3706-2302 ○

中江クリニック 156-0055 世田谷区船橋1-31-17 03-5450-7476 ○ ○ ○
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有隣病院 156-0055 世田谷区船橋2-15-38 03-3482-3611 ○ ○ ○

武井医院 156-0055 世田谷区船橋4-35-9 03-5429-8162 ○

世田谷脳神経外科クリニック 156-0055 世田谷区船橋5-33-15 03-3306-0550 ○

小山クリニック 156-0055 世田谷区船橋5-9-6 03-3290-1133 ○

大槻クリニック 156-0055 世田谷区船橋7-1-3 03-3484-0341 ○

はたのクリニック 156-0056 世田谷区八幡山1-11-4 03-3302-8443 ○

八幡山ハートクリニック 156-0056 世田谷区八幡山2-4-5 03-5316-9077 ○

柴本内科 156-0056 世田谷区八幡山3-32-25 03-3303-8401 ○

黒坂内科 156-0057 世田谷区上北沢1-13-1 03-3329-1517 ○

清水メディカルクリニック 156-0057 世田谷区上北沢3-24-18 03-5316-5518 ○

渡辺内科クリニック 156-0057 世田谷区上北沢3-34-14 03-3302-2030 ○

上北沢クリニック 156-0057 世田谷区上北沢4-11-8 03-3306-2331 ○

上北沢内科小児科医院 156-0057 世田谷区上北沢4-20-18 03-3304-0551 ○

たかさごクリニック 156-0057 世田谷区上北沢5-12-19 03-3306-7711 ○

成瀬医院 157-0061 世田谷区北烏山1-41-18 03-3300-1300 ○

久我山病院 157-0061 世田谷区北烏山2-14-20 03-3309-8131 ○

慶仁クリニック 157-0061 世田谷区北烏山3-3-5 03-3300-2562 ○

遠藤医院 157-0061 世田谷区北烏山6-21-15 03-3300-8184 ○

田中医院 157-0061 世田谷区北烏山7-26ｰ11 03-3300-2110 ○ ○ ○

医療法人社団緑眞会
千歳烏山アクアクリニック

157-0061 世田谷区北烏山9-16-23 03-6909-1602 ○

天下堂医院 157-0062 世田谷区南烏山1-11-15 03-3302-1751 ○

高橋内科医院 157-0062 世田谷区南烏山2-35-2 03-3308-0580 ○

芦花公園駅前クリニック 157-0062 世田谷区南烏山2-36-5-101 03-5315-5528 ○

世田谷北部病院 157-0062 世田谷区南烏山2-9-17 03-3308-5221 ○

烏山クリニック 157-0062
世田谷区南烏山4-13-10ｻﾆｰﾊﾟﾚｽ
松美屋2F

03-3305-0022 ○

平泉医院 157-0062 世田谷区南烏山4-4-11 03-3309-7040 ○

吉野クリニック 157-0062 世田谷区南烏山5-1-15-102 03-5315-7170 ○
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杉浦クリニック 157-0062
世田谷区南烏山5-16-4Salud南烏
山3F

03-5314-9757 ○

世田谷おがたブレストクリニック 157-0062
世田谷区南烏山5-18-13ﾓﾘｯﾁﾋﾞﾙ
2F

03-5384-5885 ○

ファミリークリニック千歳烏山 157-0062
世田谷区南烏山5-19-10 賀茂ﾋﾞﾙ
1F

03-5314-3352 ○

烏山はなクリニック 157-0062
世田谷区南烏山6-12-12ｺｰｼｬﾊｲ
ﾑ千歳烏山12号棟1F

03-5315-3315 ○

ヨシダ消化器内科クリニック 157-0062 世田谷区南烏山6-6-2 03-5314-5552 ○

南烏山クリニック 157-0062
世田谷区南烏山6-7-19 ｸﾞﾚｲｽﾋﾞﾙ
1F

03-3309-1818 ○

芦花公園クリニック 157-0063
世田谷区粕谷2-8-3 ゆうらいふ世
田谷1F

03-5357-8112 ○

香川内科クリニック 157-0063 世田谷区粕谷3-10-12 03-3305-3723 ○

田村クリニック 157-0063 世田谷区粕谷4-15-1 03-5313-5213 ○

塩島内科医院 157-0063 世田谷区粕谷4-8-12 03-3308-5335 ○

給田ファミリークリニック 157-0064 世田谷区給田3-26-6 03-5315-5511 ○

恵泉クリニック 157-0065 世田谷区上祖師谷1-35-15 03-3326-5408 ○

大賀内科クリニック 157-0065 世田谷区上祖師谷4-17-10 03-3300-0863 ○

ひらくクリニック 157-0065 世田谷区上祖師谷5-18-9-1F 03-3308-0900 ○

上祖師谷かたらいクリニック 157-0065 世田谷区上祖師谷6-7-28 03-3300-6006 ○

上祖師谷クリニック 157-0065 世田谷区上祖師谷7-1-14 03-3326-1153 ○

吉澤医院 157-0066 世田谷区成城1-22-9 03-3415-6556 ○

髙橋医院 157-0066 世田谷区成城2-21-1 03-3415-9363 ○

照屋内科医院 157-0066 世田谷区成城2-5-9 03-3415-1025 ○

小川小児科医院 157-0066 世田谷区成城4-4-17 03-3482-0710 ○

成城水野クリニック 157-0066 世田谷区成城5-11-4 03-5490-8130 ○

成城せとぐちクリニック 157-0066 世田谷区成城5-13-23 03-5490-8700 ○

あ・ん・ど・うクリニック 157-0066 世田谷区成城6-10-5-2F 03-5429-2581 ○

成城木下病院 157-0066 世田谷区成城6-13-20 03-3482-1702 ○

宮沢クリニック 157-0066 世田谷区成城6-16-6-1F 03-3482-1101 ○

とよしま内視鏡クリニック 157-0066 世田谷区成城6-17-5 03-5429-9555 ○

成城内科 157-0066 世田谷区成城6-22-3 03-5490-9111 ○
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鳥羽クリニック 157-0066
世田谷区成城6-6-9成城ｻｳｽﾋﾞﾙ
2F

03-5490-9351 ○

あおぞら成城駅前クリニック 157-0066 世田谷区成城6-8-6-2F 03-6411-5123 ○

うつみクリニック 157-0066 世田谷区成城7-29-26 03-3482-3181 ○

成城加々美クリニック 157-0066 世田谷区成城9-5-13 03-5490-7550 ○

みのわ内科 157-0067 世田谷区喜多見7-5-7 03-3417-3959 ○

徳永整形外科 157-0067 世田谷区喜多見8-18-10-2F 03-5494-7311 ○

高倉内科クリニック 157-0067 世田谷区喜多見9-1-7-2F 03-5497-5667 ○

西島内科クリニック 157-0068 世田谷区宇奈根3-1-21 03-5494-2020 ○

さくら内科クリニック 157-0071 世田谷区千歳台2-14-7-1F 03-6411-3666 ○

吉澤内科ハートクリニック 157-0071 世田谷区千歳台2-26-20 03-3789-5502 ○

世田谷めぐりさわファミリークリニック 157-0071 世田谷区千歳台3-11-12-2F･3F 03-5787-7393 ○

ちとせ台内科クリニック 157-0071
世田谷区千歳台5-18-10千歳台第
一(医療ﾋﾞﾙ)2F

03-3789-8855 ○

野崎医院 157-0071 世田谷区千歳台5-2-18 03-3484-0077 ○

千歳台はなクリニック 157-0071 世田谷区千歳台5-22-1 03-5490-7061 ○

世田谷千歳クリニック 157-0071 世田谷区千歳台6-17-12 03-6909-1800 ○

大矢クリニック 157-0072 世田谷区祖師谷3-27-7 03-3483-2816 ○

幸野メディカルクリニック 157-0072 世田谷区祖師谷3-30-28 03-3483-1808 ○

小島内科医院 157-0072 世田谷区祖師谷3-36-29 03-3789-1151 ○

沢田はしもと内科 157-0072 世田谷区祖師谷3-37-5-2F 03-5429-8848 ○

土橋クリニック 157-0072 世田谷区祖師谷4-23-18 03-3482-9932 ○

よつ葉内科クリニック 157-0073 世田谷区砧2-22-2 ｴｸｾﾙ砧1F 03-5727-1428 ○

田代内科クリニック 157-0073 世田谷区砧3-4-1-5F 03-3749-3001 ○

とみやまクリニック 157-0073
世田谷区砧4-20-11ﾘﾊﾞﾝﾄﾞｰﾙ砧
1F

03-5727-3700 ○

ふじ内科クリニック 157-0073
世田谷区砧6-25-13ﾒﾃﾞｨｶﾙｺﾐｭﾆ
ﾃｨ砧1F

03-5727-0007 ○

上川クリニック 157-0073
世田谷区砧6-25-13ﾒﾃﾞｨｶﾙｺﾐｭﾆ
ﾃｨ砧3F

03-5727-0808 ○

そしがや大蔵クリニック 157-0073 世田谷区砧6-30-1野原ﾋﾞﾙ1F 03-6411-1535 ○

大蔵外科クリニック 157-0073 世田谷区砧7-12-23 03-3416-3261 ○
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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

あんどうファミリークリニック 157-0073 世田谷区砧8-21-8ｼｪｰﾝﾊｲﾄ1F2F 03-5727-5500 ○

砧クリニック 157-0073 世田谷区砧8-8-20 吉浦ﾋﾞﾙⅡ2F 03-3416-6013 ○

世田谷ＯＡクリニック 157-0076 世田谷区岡本2-17-14-2F 03-6320-1884 ○

小森医院 157-0077 世田谷区鎌田2-23-11 03-3700-0843 ○

城田クリニック 157-0077 世田谷区鎌田3-2-24-1F 03-3708-8818 ○

唐沢内科医院 158-0081 世田谷区深沢1-18-9-1F 03-3701-7552 ○

岡﨑内科クリニック 158-0081 世田谷区深沢5-36-18 03-5758-3680 ○

永井小児科内科医院 158-0081 世田谷区深沢6-20-14 03-5707-0624 ○

冬城産婦人科医院 158-0081 世田谷区深沢6-20-8 03-3701-5681 ○

田崎胃腸科内科 158-0081 世田谷区深沢6-2-17 1F･2F 03-3703-4133 ○

雨宮内科 158-0081 世田谷区深沢6-30-13 03-3701-5920 ○

浜田クリニック 158-0082 世田谷区等々力2-1-15 03-5758-7781 ○

古市クリニック 158-0082 世田谷区等々力2-32-14 03-5706-6055 ○

とどろき駅前クリニック 158-0082 世田谷区等々力3-11-5 03-5707-3808 ○

弘中クリニック 158-0082
世田谷区等々力3-5-2 ﾋｭｰﾘｯｸ
等々力ﾋﾞﾙ2F

03-6914-2600 ○

みずよしクリニック 158-0082
世田谷区等々力4-1-1 尾山台駅
前ﾋﾞﾙ2F

03-5707-2206 ○

尾山台整形外科 158-0082
世田谷区等々力4-1-1 尾山台駅
前ﾋﾞﾙ3F

03-5707-6652 ○

健内科クリニック 158-0082 世田谷区等々力4-9-1 03-6809-8171 ○

尾山台ゆあさ内科クリニック 158-0082 世田谷区等々力5-5-12-2F 03-3704-1024 ○

等々力診療所 158-0082 世田谷区等々力6-1-17 03-3704-0191 ○

更家内科クリニック 158-0082 世田谷区等々力8-14-14-1F 03-3702-4968 ○

等々力内科クリニック 158-0082 世田谷区等々力8-24-14 03-3702-5425 ○

丸山内科医院 158-0082 世田谷区等々力8-6-3 03-3701-6457 ○

板谷クリニック 158-0083 世田谷区奥沢2-10-12 03-3723-0655 ○

奥沢病院 158-0083 世田谷区奥沢2-11-11 03-5701-7788 ○ ○

奥沢やまなかクリニック 158-0083 世田谷区奥沢2-17-3-102 03-5534-8739 ○

たかみ内科・循環器クリニック 158-0083 世田谷区奥沢2-25-4-1F 03-3723-3737 ○
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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
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こじま内科呼吸器科 158-0083 世田谷区奥沢2-38-9-302 03-3725-1159 ○

さとう内科・脳神経クリニック 158-0083 世田谷区奥沢2-4-10 03-5726-9995 ○

東京明日佳病院 158-0083 世田谷区奥沢3-33-13 03-3720-2151 ○

大和内科・消化器内科クリニック 158-0083 世田谷区奥沢3-35-5 03-3727-5100 ○

久富医院 158-0083 世田谷区奥沢4-5-2 03-3720-6236 ○

清水整形外科医院 158-0083 世田谷区奥沢5-14-11 03-5701-2801 ○

くろおかクリニック 158-0083
世田谷区奥沢5-23-18 ﾒﾃﾞｨｽ自由
が丘2F

03-6459-5295 ○

小松内科クリニック 158-0083 世田谷区奥沢5-25-11 03-3717-7772 ○ ○

玉川診療所 158-0083 世田谷区奥沢6-13-5 03-3701-0286 ○

自由が丘南口クリニック 158-0083 世田谷区奥沢6-21-11 03-5707-1031 ○

荒井内科クリニック 158-0083 世田谷区奥沢6-32-6 03-5707-0300 ○

平山惠子産婦人科小児科クリニック 158-0083
世田谷区奥沢6-3-7 ｻﾝﾌﾟﾗｻﾞ田園
調布202B

03-5758-3653 ○

上田クリニック 158-0083 世田谷区奥沢7-19-9 03-6809-7031 ○

吉本診療所 158-0083 世田谷区奥沢8-14-1 03-3701-5315 ○

黒田医院 158-0084 世田谷区東玉川2-14-11 03-5499-0662 ○

藤田医院 158-0085 世田谷区玉川田園調布1-8-1 03-3721-0611 ○

平井医院 158-0086 世田谷区尾山台3-28-15 03-5760-3557 ○

阿久津内科 158-0086 世田谷区尾山台3-33-3 03-3701-6868 ○

中野医院 158-0086 世田谷区尾山台3-7-13 03-3705-2551 ○

上杉医院 158-0091 世田谷区中町1-19-19 03-5706-0777 ○

森山医院 158-0091 世田谷区中町2-17-20 03-3701-6621 ○

松原診療所 158-0091 世田谷区中町2-37-19 03-3701-1233 ○

中町クリニック 158-0091 世田谷区中町3-15-5 03-5707-5520 ○

菅澤医院 158-0091 世田谷区中町4-31-13 03-3701-1650 ○

杉本クリニック 158-0093
世田谷区上野毛1-14-1 上野毛ｽﾃｰ
ｼｮﾝﾋﾙｽﾞⅡ101

03-5758-3471 ○

うたクリニック内科消化器内科 158-0093 世田谷区上野毛1-30-22 03-6382-8111 ○

目黒医院 158-0093 世田谷区上野毛1-4-3 03-3702-5496 ○
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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）
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上野毛あだちクリニック 158-0093
世田谷区上野毛2-7-16 玉屋ﾋﾞﾙ
3F

03-6303-1114 ○

上野毛脳神経外科クリニック 158-0093
世田谷区上野毛3-14-14 ｱｰﾊﾞﾝﾌﾟ
ﾚｲｽ上野毛1F

03-5758-1150 ○

松村医院 158-0093 世田谷区上野毛3-4-16 03-3702-8358 ○

瀬田診療所 158-0093 世田谷区上野毛4-24-15 03-3700-4369 ○

二子玉川ライズひろ内科クリニック 158-0094
世田谷区玉川1-15-6 二子玉川ﾗｲ
ｽﾞﾌﾟﾗｻﾞﾓｰﾙ204

03-5797-9861 ○

二子玉川齋藤メディカルクリニック 158-0094
世田谷区玉川2-5-8 齋藤ﾒﾃﾞｨｶﾙ
ﾋﾞﾙ1･2F

03-5491-5880 ○

二子玉川メディカルクリニック 158-0094 世田谷区玉川3-15-1 曽根ﾋﾞﾙ5F 03-3707-7720 ○

日産厚生会玉川クリニック 158-0094
世田谷区玉川3-15-17 玉川高島
屋SC西館1F

03-3709-3281 ○ ○

ひはらクリニック 158-0094 世田谷区玉川3-21-10 ﾄﾞﾐﾙﾁｴ1F 03-3708-2005 ○

髙橋医院 158-0094 世田谷区玉川3-23-22 03-3700-0232 ○

ホームクリニック東京 158-0094
世田谷区玉川3-29-2 ﾘﾊﾞｰｻｲﾄﾞﾒ
ｿﾞﾝ404

03-6805-6986 ○ ○ ○

幡野内科クリニック 158-0095 世田谷区瀬田2-13-14 03-3700-6889 ○

仁藤医院 158-0095 世田谷区瀬田4-18-5 03-3700-6216 ○

内科後藤クリニック 158-0096 世田谷区玉川台1-2-17 03-3700-4666 ○

瀬田・野本内科医院 158-0096
世田谷区玉川台2-1-5 ﾌｨｰﾙﾄﾞﾊﾟﾚ
ｽ1F

03-3708-0533 ○

小板橋内科 158-0097 世田谷区用賀1-7-22 03-3709-1855 ○

松尾内科クリニック 158-0097
世田谷区用賀2-10-14 ﾌｫﾚｽﾄ
446-1F

03-5717-7272 ○

佐藤診療所 158-0097 世田谷区用賀2-35-4 03-5491-7745 ○

滝本医院 158-0097 世田谷区用賀2-36-12 03-3700-3723 ○

まきのクリニック 158-0097 世田谷区用賀2-38-7 03-5716-5858 ○

用賀アーバンクリニック 158-0097 世田谷区用賀2-41-17 1F･2F 03-5717-6331 ○

坂谷クリニック 158-0097 世田谷区用賀4-10-3 ﾋﾙｽﾞⅡ1F 03-5717-2255 ○

荏原医院 158-0097 世田谷区用賀4-13-11 03-3700-0135 ○

用賀アレルギークリニック 158-0097 世田谷区用賀4-32-16 03-5491-4478 ○

二本松クリニック 158-0097 世田谷区用賀4-32-5 03-3700-2025 ○

あきら内科 158-0097
世田谷区用賀4-3-9 MORIYA 
THREE2F

03-3708-6777 ○

たてき内科クリニック 158-0097 世田谷区用賀4-4-5 新栄倉ﾋﾞﾙ2F 03-5491-4670 ○

18/19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）
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なおこ皮膚科クリニック 158-0097
世田谷区用賀4-9-27 第三福ﾋﾞﾙ
2F

03-6805-7484 ○

用賀レディースクリニック 158-0098 世田谷区上用賀3-8-11 03-5491-5137 ○

上用賀世田谷通りクリニック 158-0098 世田谷区上用賀6-31-15-2F 03-3420-2959 ○
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