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綾瀬メンタルクリニック 120-0005 東京都 足立区 綾瀬1-33-11 斎藤ビル2F 03-6662-9841 精神科　心療内科

本橋医院 120-0005 東京都 足立区 綾瀬2-43-9 03-3602-3085 内科・小児科

青井駅前歯科クリニック 121-0012 東京都 足立区 青井4-34-3 03-5888-4183 歯科　小児歯科　矯正歯科　歯科口腔外科

中本耳鼻咽喉科医院 121-0823 東京都 足立区 伊興4-2-3 03-3899-5212 耳鼻咽喉科

みずき皮膚科クリニック 123-0851 東京都 足立区 梅田7-34-10　梅島クリニックモール4F 03-5888-6961 皮膚科

福岡クリニック 123-0851 東京都 足立区 梅田7-18-11 03-5681-8130 整形外科　内科　リハビリテーション科　麻酔科　放射線科

福寿会病院 123-0851 東京都 足立区 梅田7-18-12 03-5681-9055
内科　外科　総合診療科　整形外科　膠原病・リウマチ科　循環器科　呼吸器科　糖尿病代謝内科　小児科　神経
内科　脳神経外科　頭頚部・耳鼻咽喉科　アレルギー科　老年内科　麻酔科　ペインクリニック科　乳腺科　リハビリ
テーション科　皮膚科　形成外科　泌尿器科

米倉脊椎・関節病院 123-0873 東京都 足立区 扇3-13-14 03-3855-4154 整形外科　リハビリテーション科　内科　麻酔科

大谷田耳鼻科 120-0001 東京都 足立区 大谷田3-2-9 03-3628-3387 耳鼻咽喉科　小児科

いりえクリニック 123-0861 東京都 足立区 加賀1-18-18 03-6803-1818 内科　眼科　小児科　消化器科

秋元ファミリークリニック 123-0842 東京都 足立区 栗原1-7-20　小倉第2ビル1F 03-5856-7888 内科　リウマチ科　小児科

江北ファミリークリニック 123-0872 東京都 足立区 江北5-1-1　モンリッシュⅡ1階 03-3897-3030 内科　小児科　アレルギー科

大高病院 121-0815 東京都 足立区 島根3-17-8 03-5856-7319 救急科　内科　小児科　皮膚科　形成外科　美容皮膚科

敬仁病院 123-0865 東京都 足立区 新田2-18-6 03-3913-3106
内科　糖尿病内科　外科　胃腸内科　肛門外科　循環器内科　呼吸器内科　腎臓内科　整形外科　皮膚科　眼科
耳鼻咽喉科　泌尿器科　リハビリテーション科　人工透析内科

ふたば在宅クリニック北千住院 120-0034 東京都 足立区 千住2-4　オカバツインタワービル　イースト8階 03-6806-2590
内科　呼吸器内科　循環器内科　消化器内科　脳神経内科　泌尿器科　整形外科　リハビリ科　腫瘍内科　緩和ケ
ア科　皮膚科　精神科

苑田第一病院 121-0813 東京都 足立区 竹の塚4-1-12 03-3850-5721
内科　呼吸器科　消化器科　循環器科　外科　整形外科　脳神経外科　心臓血管外科　神経内科　婦人科　皮膚科
眼科　耳鼻いんこう科　リハビリテーション科　救急科

こやま耳鼻咽喉科 121-0813 東京都 足立区 竹ノ塚5-19-4 03-3859-3341 耳鼻咽喉科・小児科・アレルギー科・神経内科・気管食道内科

とねり耳鼻いんこう科・アレルギー科 121-0831 東京都 足立区 舎人1-11-16 03-3897-3387 耳鼻いんこう科　小児耳鼻いんこう科　アレルギー科　小児科

帝都メディカルクリニック西新井駅前院 123-0843 東京都 足立区 西新井栄町2-3-3　さくら参道ビル402 03-3889-1371 整形外科　ペインクリニック内科

西伊興クリニック 121-0824 東京都 足立区 西伊興4-1-1 03-5838-7077 眼科 内科　小児科　神経内科　整形外科　外科

友愛病院 121-0061 東京都 足立区 花畑4-33-8 03-3884-1235 内科

いいだクリニック 121-0061 東京都 足立区 花畑5-13-2　ベルクスモール足立花畑中央店2F 03-3860-1810 内科　循環器内科

東伊興クリニック 121-0801 東京都 足立区 東伊興3-21-3 03-5691-7077
内科　外科　整形外科　消化器外科　消化器内科　肛門外科　心療内科　皮膚科　泌尿器科　小児科　神経内科
呼吸器内科　循環器内科　放射線科　乳腺外科　リュウマチ科　リハビリテーション科　眼科　糖尿病内科

ようせいクリニック 121-0063 東京都 足立区 東保木間2-1-1 03-5831-6214 内科　小児科

ヘルスケアクリニックくりやま内科 121-0064 東京都 足立区 保木間1-2-19 03-3883-5605 内科　糖尿病内科　アレルギー科　心療内科　小児科

足立北病院 121-0064 東京都 足立区 保木間5-38-15 03-5851-1601 内科　リハビリテーション科

増田クリニック 121-0062 東京都 足立区 南花畑5-17-1 03-3885-6837
外科　整形外科　内科　総合診療科　小児科　小児外科　肛門科　リウマチ科　皮膚科　泌尿器科　循環器科　呼
吸器科　麻酔科　リハビリテーション科　脳神経外科　緩和ケア内科 人間ドック
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いずみ記念病院 123-0853 東京都 足立区 本木1-3-7 03-5888-2111
内科・外科・整形外科・リハビリテーション科・消化器内科・消化器外科・呼吸器内科・呼吸器外科・循環器内科・乳
腺外科・リウマチ科・眼科・皮膚科・泌尿器科・放射線科・脳神経外科・麻酔科・救急科

聖英病院 123-0856 東京都 足立区 本木西町18-16 03-5809-4556 内科

足立東クリニック 120-0006 東京都 足立区 谷中1-17-7-1F 03-6802-6603 内科

竹内病院 116-0002 東京都 荒川区 荒川6-7-8 03-3892-7771 内科・リウマチ科

夢眠クリニック埼京 116-0011 東京都 荒川区 西尾久3-15-1 03-5692-5850 内科　整形外科

西尾久リウマチ整形外科 116-0011 東京都 荒川区 西尾久8-27-6 03-6807-7740 整形外科・リウマチ科・リハビリ科

日暮里内科・糖尿病内科クリニック 116-0013 東京都　 荒川区 西日暮里2-26-12　ガーネットビル2F 03-5838-6970 内科　糖尿病内科　アレルギー科　訪問診療

西日暮里駅前こさか眼科 116-0013 東京都 荒川区 西日暮里5-14-1　太陽ビル4F 03-5615-0321 眼科

小島医院 116-0013 東京都 荒川区 西日暮里6-57-2 03-3893-8569 内科

東尾久耳鼻咽喉科・アレルギー科 116-0012 東京都 荒川区 東尾久5-23-5 03-6240-8741 耳鼻咽喉科

ひぐらし整形外科内科 116-0014 東京都 荒川区 東日暮里5-34-1　ＯＡＫビル4Ｆ 03-5604-1236 整形外科　内科　リハビリテーション科

かのう耳鼻咽喉科 116-0001 東京都 荒川区 町屋2-2-21　第3小田ビル2階 03-3894-3387 耳鼻咽喉科　気管食道科　アレルギー科

金子医院 116-0003 東京都 荒川区 南千住6-47-11 03-3891-2945 内科・小児科

京成小岩すまいるクリニック 133-0051 東京都 江戸川区 北小岩2-7-4　LANAI PLAZA　FIRST　STAGE 1F-B 03-6801-7821 泌尿器科　内科

西かさい駅前耳鼻咽喉科 134-0088 東京都 江戸川区 西葛西6-15-8 03-6808-6415 耳鼻咽喉科

みながわクリニック 133-0057 東京都 江戸川区 西小岩4-9-5 03-5612-2151 内科・消化器内科・小児科・皮膚科

慶生会クリニック 134-0084 東京都 江戸川区 東葛西6-2-7　新店ビル4階 03-3689-7323 一般内科　消化器内科　循環器内科　呼吸器内科　内分泌代謝科

白石医院 133-0052 東京都 江戸川区 東小岩4-33-16 03-3657-4501 内科　小児科

北浦医院 132-0035 東京都 江戸川区 平井1-5-7 03-3685-1177 内科　消化器内科

池上きくち眼科 146-0082 東京都 大田区 池上7-6-5　池上メディカルブリッジ2階 03-3751-7111 眼科

北千束整形外科 145-0062 東京都　 大田区 北千束3-17-10 03-3748-8100 整形外科　内科　リウマチ科　リハビリテーション科

本田英比古クリニック 143-0023 東京都 大田区 山王3-17-11 03-5718-0077 内科　神経内科

おおはら消化器内科クリニック 143-0024 東京都 大田区 中央4-32-7-1F 03-5718-3033 消化器内科　内科

武井クリニック 145-0066 東京都 大田区 南雪谷2-17-7-1F 03-5499-8322 内科・呼吸器科・アレルギー科・小児科

青戸駅前眼科 125-0062 東京都 葛飾区 青戸3-41-7-2F 03-6426-0367 眼科

まるやま耳鼻咽喉科クリニック 125-0062 東京都 葛飾区 青戸5-20-12-2F 03-3838-3387 耳鼻咽喉科

金町駅前脳神経内科 125-0042 東京都 葛飾区 金町6-4-3　金町メディカルモール401 03-5660-5211 脳神経内科　脳神経外科

ふたば在宅クリニック新小岩院 124-0024 東京都 葛飾区 新小岩1-49-10第5デリカビル2階 03-5879-3530 内科　呼吸器内科　循環器内科　消化器内科　泌尿器科　緩和ケア科　皮膚科　精神科

阿久津医院 125-0054 東京都 葛飾区 高砂2-30-21 03-3659-1123 内科
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かつしか心身総合クリニック 125-0041 東京都 葛飾区 東金町1-41-1-2F 03-3627-0233 心療内科　精神科

岡田皮フ科クリニック 136-0072 東京都 江東区 大島2-41-16-5F 03-3636-1241 皮膚科

アリオ北砂皮フ科・アレルギー科 136-0073 東京都 江東区 北砂2-17-1　アリオ北砂3Ｆ 03-6666-2014 皮膚科　アレルギー科　小児皮膚科　美容皮膚科

たけし在宅クリニック 135-0032 東京都 江東区 福住1-17-8　東亜門前仲町ビル5Ｆ 03-5639-9163 内科　精神科　緩和ケア科 整形外科　皮膚科

青木医院 135-0015 東京都 江東区 千石2-8-10 03-3644-5456 内科　消化器内科　胃腸科　小児科　肛門内科　肛門科

第二服部医院 135-0016 東京都 江東区 東陽3-5-5 03-6666-4756 内科　小児科　腎臓内科　糖尿病内科

東陽町歯科医院 135-0016 東京都 江東区 東陽4-5-18-103 03-5634-6400 歯科　歯科口腔外科　小児歯科

MIZENクリニック豊洲 135-0061 東京都 江東区 豊洲3-2-20　豊洲フロント1F 03-6225-0230 内科　心療内科

安倍眼科クリニック 135-0046 東京都 江東区 牡丹3-22-3 03-3641-8981 眼科

日本予防医学協会附属診療所ウェルビーイング毛利135-0001 東京都 江東区 毛利1-19-10　江間忠錦糸町ビル5階 03-3635-5711 健康診断　内科

やまと整形外科 133-0056 東京都 江戸川区 南小岩7-22-1 アルファグランデ小岩スカイファースト2階03-6801-7424 整形外科　リハビリテーション科

上田診療所 140-0001 東京都 品川区 北品川1-11-1　寿ビル1階 03-5495-7800 リウマチ科　内科

エバラクリニック 142-0062 東京都 品川区 小山5-9-1 03-3784-2101 内科　人工透析

上大崎クリニック 141-0021 東京都 品川区 上大崎3-10-7 03-3440-6311 内科　外科　消化器科　肛門科　呼吸器科

羽尾皮フ科クリニック 142-0053 東京都 品川区 中延5-2-2-2F 03-6426-1803 皮膚科　美容皮膚科

旗の台小池クリニック 142-0064 東京都 品川区 旗の台5-8-23　ファインコート旗の台1F 03-5498-1681 人工透析

ホワイトラビット歯科医院 140-0011 東京都 品川区 東大井5-21-9　K-8ビル1F 03-6404-6290 一般歯科　矯正歯科　小児歯科　歯科口腔外科

マオメディカルクリニック 140-0023 東京都 大田区 山王2-1-5　大森駅ビル（ララ）5階 03-6459-6823 内科　泌尿器科　皮膚科　心療内科　精神科

悠翔会在宅クリニック品川 140-0014 東京都 品川区 大井4-4-6　クリスタルビル3F 03-6429-8130 内科

金城医院 140-0015 東京都 品川区 西大井4-2-5 03-3772-1660 内科・小児科

医聖よろずクリニックあおよこ院 140-0004 東京都 品川区 南品川3-6-39 03-3472-1188 小児科　内科　皮膚科　アレルギー科

桜十字渋谷バースクリニック 150-0042 東京都 渋谷区 宇田川町3-7　ヒューリック渋谷公園通りビル4F 03-5728-6608 産婦人科　婦人科

東京ＴＭＳクリニック 150-0021 東京都 渋谷区 恵比寿西1-1-2　しんみつビル5Ｆ 03-5422-3538 心療内科

恵比寿ウェストヒルズクリニック 150-0021 東京都 渋谷区 恵比寿西1-4-2　川田ビル4F 03-5489-0333 形成外科　皮膚科　美容外科

おさめスキンクリニック 150-0021 東京都 渋谷区 恵比寿西2-17-8　Ｉ・Ｔ・Ｏ代官山202 03-3464-2005 皮膚科　美容皮膚科　内科

メンタルクリニック恵比寿 150-0022 東京都 渋谷区 恵比寿南1-4-15-3F 03-4500-6345 心療内科　精神科

渋谷駅前おおしま皮膚科・形成外科・小児皮膚科・アレルギー科150-0031 東京都 渋谷区 桜丘町25-18　NT渋谷ビル3F 03-3770-3388 皮膚科　形成外科　小児皮膚科　アレルギー科

クリニックTEN渋谷 150-0002 東京都 渋谷区 渋谷2-20-12　日永ビル2F 050-3196-4637 泌尿器科　婦人科　皮膚科　内科

デンタルクリニックTEN渋谷 150-0002 東京都 渋谷区 渋谷2-20-12　日永ビル1F 050-3161-2665 歯科　口腔外科　矯正歯科
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Ｋ Braces 矯正歯科原宿駅前 150-0001 東京都 渋谷区 神宮前1-14-24 原宿TWビル5階 03-6447-4755 矯正歯科

おいかわ内科在宅クリニック 150-0001 東京都 渋谷区 神宮前5-41-1　VILLA　AOBA　202 03-6452-6866 内科

渋谷スキンクリニック 150-0041 東京都 渋谷区 神南1-3-4　神南ビル3F 03-6455-1900 皮膚科　美容皮膚科　小児皮膚科　美容婦人科

ゆうメンタルクリニック渋谷院 150-0043 東京都 渋谷区 道玄坂1-3-1　渋谷駅会館（飯島ビル）6F 03-5459-8885 精神科　心療内科

クリニックフォア渋谷 150-0043 東京都 渋谷区 道玄坂1-3-3　楠本ビル2階 03-4565-0151 内科　皮膚科　アレルギー科

ウェルネストクリニック 150-0043 東京都 渋谷区 道玄坂2丁目3-2　大外ビル3階 03-6732-6001 内科　循環器内科　糖尿病内科　内分泌内科　産婦人科

渋谷文化村通りレディスクリニック 150-0042 東京都 渋谷区 宇田川町32-7　HULIC&NEW　UDAGAWA7F 03-5428-6118 婦人科　産婦人科　内科　女性泌尿器科

ゆうメンタルクリニック新宿院 151-0053 東京都 渋谷区 代々木2-11-17　ラウンドクロス新宿B１F 03-3377-9000 精神科　心療内科

落合ファミリークリニック 161-0034 東京都 新宿区 上落合2-11-16 03-5989-1477 内科

六番町メンタルクリニック 160-0017 東京都 新宿区 左門町2-6　ワコービル4F 03-5315-0711 メンタルヘルス科

目白ヶ丘デンタルクリニック・矯正歯科 161-0033 東京都 新宿区 下落合3-16-17 202 03-3954-2580 歯科　口腔外科　矯正歯科　小児歯科

新宿御苑前メンタルクリニック 160-0022 東京都 新宿区 新宿2-1-2　白鳥ビル2F 03-4405-1899 心療内科　精神科

ブレインケアクリニック 160-0022 東京都 新宿区 新宿2-1-2　白鳥ビル2階 03-4405-1899 心療内科　精神科

悠翔会在宅クリニック新宿 160-0022 東京都 新宿区 新宿2-5-12　FORECAST新宿AVENVE9階 03-6380-1752 内科・精神科・皮膚科・緩和ケア内科・訪問歯科診療

eHealth clinic 160-0022 東京都 新宿区 新宿2-6-4　新宿通東洋ビル3階 03-5315-0514 内科　腎臓内科　泌尿器科　アレルギー科

メディカルチェックスタジオ新宿クリニック 160-0022 東京都 新宿区 新宿3-5-6キュープラザ新宿3丁目2階 03-6822-7510 脳神経外科　心臓血管内科

ミラザ新宿つるかめクリニック 160-0022 東京都 新宿区 新宿3-36-10　ミラザ新宿7F 03-6300-0063 消化器内科　一般内科　糖尿病科　血液内科　皮膚科　漢方科　婦人科　乳腺科

新宿新南口れいわクリニック 160-0022 東京都 新宿区 新宿4-1-4　新宿南口ビル9階 03-6384-2445 皮フ科　形成外科　泌尿器科

東新宿駅前耳鼻咽喉科・内科 160-0022 東京都 新宿区 新宿7-27-12　コンフォリア東新宿ステーションフロント2F03-6233-7967 耳鼻咽喉科　内科

小滝橋そら内科クリニック 169-0074 東京都 新宿区 北新宿4-8-16　北新宿君嶋ビル5階A室 03-3367-6767 内科　循環器内科

高田馬場皮膚科・形成外科 169-0075 東京都 新宿区 高田馬場1-25-32　108ビル5F 03-3232-0055 皮膚科　形成外科

あゆみレディースクリニック高田馬場 169-0075 東京都 新宿区 高田馬場2-17-6　ゆう文ビル8階 03-6265-9707 産科・婦人科

お肌のクリニック高田馬場形成外科・皮フ科 169-0075 東京都 新宿区 高田馬場2-18-4　鮨源ビル6F 03-3202-7050 形成外科　皮フ科　美容皮フ科

新宿ホームクリニック 160-0024 東京都 新宿区 内藤町1　ガーデンクロス新宿御苑1階 03-6273-2109 整形外科　内科

新宿駅前クリニック皮膚科内科泌尿器科 160-0023 東京都 新宿区 西新宿1-12-11　山銀ビル5階 03-6304-5253 皮膚科　内科　泌尿器科

東京BELLEZZAクリニック 160-0023 東京都 新宿区 西新宿1-19-8　新東京ビル5F 03-6258-0038 形成外科

ゆうスキンクリニック新宿院 160-0023 東京都 新宿区 西新宿1-23-1　TK新都心ビル3F 03-3345-2777 皮膚科

クリニックフォア四谷 160-0004 東京都 新宿区 四谷1-6-1　　CO・MO・RE　Mall　2F 03-4579-9041 皮膚科　アレルギー科　美容皮膚科

聖母病院 161-8521 東京都 新宿区 中落合2-5-1 03-3951-1111
内科・産婦人科・皮膚科・麻酔科・小児科・乳腺外科・放射線科・泌尿器科・消化器内視鏡内科・眼科・耳鼻咽喉科・
病理診断科・外科・整形外科・精神科
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東京ビジョンアイクリニック阿佐ヶ谷 166-0004 東京都 杉並区 阿佐谷3-58-1　Beans阿佐ヶ谷1階 03-6383-0238 眼科

いずみ小林クリニック 168-0063 東京都 杉並区 和泉4-10-14 03-3328-7481 内科

杉並高円寺メンタルクリニック 166-0002 東京都 杉並区 高円寺北2-3-3　WHARF高円寺6階 03-3330-0180 心療内科・精神科

こうえんじ耳鼻咽喉科 166-0002 東京都 杉並区 高円寺北2-3-3　WHARF高円寺7階 03-5356-3330 耳鼻咽喉科・小児耳鼻咽喉科

東高円寺COそだて・健診クリニック 166-0003 東京都 杉並区 高円寺南1-7-3　山手杉並ビル2階 03-5913-8291 小児科

円メンタルクリニック 166-0003 東京都 杉並区 高円寺南2-21-6 03-5929-7366 心療内科　精神科

やすらぎ在宅クリニック 166-0003 東京都 杉並区 高円寺南4-24-1　五城ビル3F 03-5929-7815 総合内科

うえだ眼科クリニック 167-0022 東京都 杉並区 下井草3-41-1　パロ下井草2Ｆ 03-6913-7431 眼科

かねこ眼科 168-0073 東京都 杉並区 下高井戸1-2-14　高城ビル1階 03-3324-6101 眼科

ニューハート・ワタナベ国際病院 168-0065 東京都 杉並区 浜田山3-19-11 03-3311-1119 心臓血管外科　循環器内科　内科　内分泌外科　呼吸器外科

ささき医院 168-0081 東京都 杉並区 宮前1-14-10 03-3332-4841 内科　消化器科　肝臓内科　外科 小児科

押上駅前　松浦内科クリニック 131-0045 東京都　 墨田区 押上1-11-5　菅野ビル1・2F 03-5637-9388 内科　呼吸器内科　アレルギー科　循環器内科　消化器内科

健生堂病院 131-0045 東京都 墨田区 押上1-25-10 03-3622-2297 内科　小児科　外科　整形外科　皮膚科　眼科　歯科　小児歯科　歯科口腔外科　放射科

ひまわり歯科 130-0014 東京都 墨田区 亀沢1-24-3　岡本ビル1F 03-5819-1610 歯科　小児歯科　矯正歯科

むさし整形外科 131-0046 東京都 墨田区 京島1-38-1　曳舟駅前プラザ108 03-5631-7634 整形外科　リハビリテーション科　内科

錦糸町皮膚科内科クリニック 130-0022 東京都 墨田区 江東橋4-25-7　JUスカイタウン錦糸町1F 03-3635-4112 皮膚科　内科　アレルギー科　ペインクリニック内科　美容皮膚科

東向島こどもと女性のクリニック 131-0032 東京都 墨田区 東向島4-32-9 03-3619-6000 婦人科　小児科

両国東口クリニック 130-0026 東京都 墨田区 両国3-21-1　グレイスビル両国8Ｆ 03-5638-6073 内科　リウマチ科　人工透析　糖尿病内科　泌尿器科　循環器科

下高井戸整形外科 156-0044 東京都 世田谷区 赤堤5-30-15　しもたかいどメディカルタウン2F 03-5376-5420 整形外科　リハビリテーション科

自由が丘ファミリー皮ふ科 158-0083 東京都 世田谷区 奥沢5-23-18　メディス自由が丘4Ｆ 03-6421-3412 一般皮膚科　小児皮膚科　美容皮膚科

世田谷通り桜内科クリニック 156-0053 東京都 世田谷区 桜3-2-6　アヴニール桜 03-3420-1159 内科　呼吸器内科　アレルギー科

せきね整形外科　桜丘クリニック 156-0054 東京都 世田谷区 桜丘3-10-22　メディカルヴィレッジ桜丘1Ｆ 03-5799-7468 整形外科　リハビリテーション科　リウマチ科　外科

下北沢セントラルクリニック 155-0032 東京都 世田谷区 代沢2-31-17 03-3424-5611 産婦人科　内科　泌尿器科　皮膚科

樹のはなクリニック 154-0004 東京都 世田谷区 太子堂2-26-2　サルース太子橋1階 03-5433-3388 内科

本多歯科クリニック 158-0094 東京都 世田谷区 玉川2-26-3　TAMAGAWA　N2ビル2F 03-3709-0648

二子玉川ファミリー皮ふ科 158-0094 東京都 世田谷区 玉川3-10-5-3階 03-5797-9742 皮膚科

かくた皮膚科クリニック 157-0066 東京都 世田谷区 成城6-4-15　モアイ成城ビル3F 03-5429-2255 皮膚科・アレルギー科・美容皮膚科

つかもと整形外科醫院 157-0071 東京都 世田谷区 千歳台2-14-7　千歳クリニックモール2F 03-5429-4970 整形外科・リウマチ科・リハビリテーション科

上野御徒町ファラド皮膚科 110-0005 東京都 台東区 上野3-27-1　十仁タワー7階 03-5846-8091 皮膚科
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ゆうメンタルクリニック上野院 110-0005 東京都 台東区 上野6-16-16　上野ORAGAビル8F 03-6663-8813 精神科　心療内科

ゆうスキンクリニック上野院 110-0005 東京都 台東区 上野6-16-16　上野ORAGAビル9F 03-6663-8862 皮膚科

神経科　土田病院 110-0002 東京都 台東区 上野桜木1-12-12 03-3822-2201 精神神経科

市村外科整形外科 110-0016 東京都 台東区 台東4-23-10　ヴェラハイツ御徒町1階 03-3831-3252 外科　整形外科　麻酔科

協和医院 110-0016 東京都 台東区 台東4-8-5　Ｔ＆Ｔ御徒町ビル4Ｆ 03-3835-0186 内科　肝臓内科　胃腸内科　循環器内科　糖尿病・甲状腺内科　アレルギー膠原病科

浅草ハートクリニック 111-0033 東京都 台東区 花川戸1-13-15 1F 03-6231-7581 内科　循環器内科

元浅草いけだクリニック 111-0041 東京都 台東区 元浅草4-7-22 03-3841-2121 整形外科　リハビリテーション科　消火器・肝臓内科

京橋クリニック 104-0031 東京都 中央区 京橋2-5-22　キムラヤビル2階 03-3563-5011 内科　呼吸器内科　循環器内科　アレルギー科　外科

THIRD CLINIC GINZA 104-0061 東京都　 中央区 銀座2-4-18　アルボーレ銀座4階 03-6263-2231 産科・婦人科・美容皮膚科

いけした女性クリニック銀座 104-0061 東京都 中央区 銀座2-8-4-3F 03-3562-1966 産婦人科・内科

銀座アベニュー矯正歯科 104-0061 東京都 中央区 銀座3-3-15-4F 03-5524-1187 矯正歯科

銀座ヒカリクリニック 104-0061 東京都　 中央区 銀座2-11-2　銀座2112ビル7階 03-6879-9875 性感染症内科　婦人科

東京八丁堀皮膚科形成外科 104-0033 東京都 中央区 新川2-28-2　メディカルプライム新川4階 03-5543-1112 皮膚科　形成外科　小児皮膚科　アレルギー科

月島キャピタルゲート歯科 104-0052 東京都 中央区 月島1-5-2　キャピタルゲートプレイス2F　202 03-5829-5393

慶友銀座クリニック 104-0045 東京都 中央区 築地1-13-11　高橋ビル2階 03-3542-3387 耳鼻咽喉科　小児耳鼻科　内科

らいふサイエンス内科クリニック 103-0012 東京都 中央区 日本橋堀留町2-6-6　ライフサイエンスビル5階 03-5652-0725 内科　循環器内科　糖尿病内科　漢方内科

日本橋ストレスケアクリニック 103-0014 東京都 中央区 日本橋蛎殻町1-29-6水天宮前東急ビル9F 03-6661-6525 心療内科　精神科

二宮歯科医院 103-0024 東京都 中央区 日本橋小舟町8-14 03-3661-4705 歯科

東京がんクリニック 103-0022 東京都 中央区 日本橋室町1-9-15　千切屋東京ビル9F 腫瘍内科

千葉歯科クリニック 103-0023 東京都 中央区 日本橋本町2-4-12　イズミビルディング1階 03-5200-0888 一般歯科　矯正歯科　小児歯科　歯科口腔外科

プライベートケアクリニック 103-0027 東京都 中央区 日本橋2-2-2マルヒロ日本橋ビル4F 03-5255-6611 性感染症内科

六川歯科医院 102-0072 東京都 千代田区 飯田橋1-10-1-2F 03-3261-3812 歯科　歯科口腔外科　小児歯科

飯田橋クリニック 102-0072 東京都 千代田区 飯田橋4-6-9　STビル2階 03-3222-6461 皮膚科　内科　アレルギー科　形成外科　美容外科

三番町クリニック 102-0082 東京都 千代田区 一番町22-3　アデックス一番町ビル1F 03-5215-5755 内科　外科

依田歯科医院 101-0047 東京都 千代田区 内神田1-17-1　橋本ビル2F 03-5280-1180 歯科　小児歯科　矯正歯科

内神田皮膚科 101-0047 東京都 千代田区 内神田2-13-7　石原ビル1階 03-6260-9515 皮膚科

富国生命診療所 100-0011 東京都 千代田区 内幸町2-2-2　富国生命ビル25F 03-3593-7446 内科（一般）

クリニックフォア大手町 100-0004 東京都 千代田区 大手町1-2-1　Otemachi　One　B1F 03-6206-3324 内科　アレルギー科

近藤歯科医院 100-0004 東京都 千代田区 大手町1-3-2　大手町カンファレンスセンターＢ1Ｆ 03-3212-8211 歯科　口腔外科　矯正歯科
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松翁会歯科診療所 100-0004 東京都 千代田区 大手町1-5-5　大手町タワーB1 03-3201-3362 歯科　歯科口腔外科　矯正歯科

東京ビジネスパーソンズクリニック 101-0044 東京都 千代田区 鍛冶町1-8-3　神田91ビル1階 03-6206-4484 内科　皮膚科　海外渡航外来（予約のみ）

神田今川橋歯科クリニック 101-0044 東京都 千代田区 鍛冶町2-4-8 エルヘンビル1F 03-5209-2555 歯科

神尾記念病院 101-0063 東京都 千代田区 神田淡路町2-25 03-3253-3355 耳鼻咽喉科　麻酔科　皮膚科　形成外科　美容外科

ベスリクリニック 101-0045 東京都 千代田区 神田鍛冶町3-2　神田サンミビル8Ｆ 03-5275-7555 心療内科

こころとからだの元氣プラザ 101-0051 東京都 千代田区 神田神保町1-105　神保町三井ビルディング1階・2階 03-5210-6666 内科　循環器内科　消化器内科　呼吸器内科　泌尿器科　精神科　糖尿病内科　漢方内科　婦人科　乳腺外科

ゆうメンタルクリニック秋葉原院 101-0025 東京都 千代田区 神田佐久間町1-13　チョムチョム秋葉原4F 03-3255-9077 精神科　心療内科

ユアクリニックお茶の水 101-0062 東京都 千代田区 神田駿河台2-4　日健ビル3階 03-3259-1190 内科　呼吸器科　循環器科　リウマチ科　皮膚科

波岡歯科 101-0062 東京都 千代田区 神田駿河台3-3-5　小林ビル1階 03-3294-4839 歯科

神田痛みのクリニック 101-0046 東京都 千代田区 神田多町2-2-5-2F 03-6260-9710 麻酔科

のじま歯科医院 101-0028 東京都 千代田区 神田花岡町1-1　ヨドバシAKIBAビル2F 03-3251-8414 一般歯科　矯正

滝川歯科クリニック 101-0053 東京都 千代田区 神田美土代町11-6 03-3293-7471 歯科

山本亜希メンタルクリニック 102-0073 東京都 千代田区 九段北1-3-2　大橋ビル6階 03-3230-0002 精神科　心療内科

山田清　歯科医院 102-0073 東京都 千代田区 九段北1-12-4　トクミヤビル1F 03-3262-8450 歯科　口腔外科

デンタルサロン麹町 102-0083 東京都 千代田区 麹町2-4-20-2F 03-6268-9810 歯科

麹町えりデンタルクリニック 102-0083 東京都 千代田区 麹町3-7-5-2F 03-6256-8866 一般歯科　口腔外科　矯正歯科　小児歯科　インプラント

市ヶ谷番町歯科クリニック 102-0076 東京都 千代田区 五番町2　横山ビルメディカルフロア2F 03-5212-7447 歯科

花泉歯科医院 102-0075 東京都 千代田区 三番町7-2　ヴィラロイヤル三番町101 03-5213-4131 一般歯科

山王クリニック 100-6125 東京都 千代田区 永田町2-11-1　山王パークタワー25F 03-3580-5001 内科　循環器科　精神科　皮膚科

伊東歯科医院 101-0065 東京都 千代田区 西神田2-7-9-2F 03-3261-5021 一般歯科　矯正　小児歯科

審美歯科・矢田クリニック 102-0084 東京都 千代田区 二番町11-9　花ビル1F 03-3239-2757 歯科　矯正歯科　小児歯科　審美歯科

おくぞの歯科クリニック 102-0093 東京都 千代田区 平河町1-7-20　辻田ビル1F 03-3556-7228 一般歯科　口腔外科

米澤歯科 102-0093 東京都 千代田区 平河町1-8-9　半蔵門KDビル2F 03-3288-1896 歯科

クリニックフォア飯田橋 102-0071 東京都 千代田区 富士見2-7-1　飯田橋プラーノ1階 03-4579-9486 内科　皮膚科　アレルギー科　循環器内科

折戸クリニック 100-0006 東京都 千代田区 有楽町0番地　銀座インズ1地階 03-6912-8567 産婦人科

小林歯科 100-0006 東京都 千代田区 有楽町1-1-2　東京ミッドタウン日比谷501 03-3593-1007 歯科一般　歯列矯正

有楽町電気ビルクリニック 100-0006 東京都 千代田区 有楽町1-7-1　有楽町電気ビル北館10F 03-3213-0091 内科・呼吸器科・消化器科・循環器科・皮膚科・内分泌代謝科（糖尿病）

クリニックフォア有楽町 100-0006 東京都 千代田区 有楽町2-7-1　イトシアビル地下1階 03-6269-9061 内科　皮膚科　アレルギー科

アーク歯科クリニック番町オフィス 102-0085 東京都 千代田区 六番町1-5　布江ビル1階 03-5212-4618 歯科　小児歯科　口腔外科
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哲学堂石井内科医院 165-0022 東京都 中野区 江古田1-1-4 03-5906-5010 内科　消化器内科

哲学堂石井眼科医院 165-0022 東京都 中野区 江古田1-1-4 03-3951-7227 眼科

江原町皮ふ科 165-0023 東京都 中野区 江原町2-20-19　NE220ビル１階 03-5996-1012 皮膚科　小児皮膚科　アレルギー科

関谷歯科医院 165-0032 東京都 中野区 鷺宮1-30-12-1F 03-5373-8724 一般歯科

中野ニュークリア歯科 164-0001 東京都 中野区 中野3-36-15　ニュークリアビル6F 03-3380-8234 歯科

ソレイユレディースクリニック 164-0003 東京都 中野区 東中野3-8-13　MSR東中野8階 03-5358-9930 婦人科・産科・麻酔科

高野歯科クリニック 164-0012 東京都 中野区 本町4-21-16　ウイン新中野2F 03-3383-4618 一般歯科　小児歯科　矯正歯科

たかとり内科 165-0034 東京都 中野区 大和町1-30-6 03-6265-5835 内科　脳神経内科　皮膚科

小石川東京病院 112-0012 東京都 文京区 大塚4-45-16 03-6912-2039 心療内科　精神科

大塚くすのせ歯科 112-0012 東京都 文京区 大塚5-9-2　新大塚プラザ101 03-5981-8648 歯科

春日後楽園しのぶクリニック 112-0002 東京都 文京区 小石川1-1-7　文京ガーデンセンターテラス202 03-3813-0022 泌尿器　内科　小児科　循環器内科

春日駅前あべファミリークリニック 112-0002 東京都 文京区 小石川2-1-12　小石川トーセイビル6階 03-3830-0395 内科　脳神経外科　整形外科

小石川ホームクリニック 112-0002 東京都 文京区 小石川4-20-1　イトークリエイト小石川ビル3階 03-3868-8282 内科　訪問診療

岡崎ハートクリニック 112-0014 東京都　 文京区 関口1-21-15 03-6280-8234 循環器内科　内科　皮膚科　アレルギー科

渋谷眼科 112-0011 東京都 文京区 千石1-28-4-1F 03-3944-1103 眼科

サン・ヒルレディースクリニック 113-0022 東京都 文京区 千駄木5-3-10 03-3823-8828 産婦人科

下司婦人科クリニック 113-0031 東京都 文京区 根津2-14-11　T-ツウィンズビル４F 03-5832-4122 産婦人科　内科

わたなべ皮膚科 113-0001 東京都 文京区 白山1-33-16　パークコートプレイスビル4F 03-3830-8080 皮膚科　形成外科

白山レディースクリニック 112-0001 東京都 文京区 白山5-36-9-9F 03-5689-3070 産婦人科

後楽園こころのあかりクリニック 113-0033 東京都 文京区 本郷1-35-26　LEREVE文京本郷2階 03-3812-5562 精神科　心療内科

コーラルクリニック 113-0033 東京都　 文京区 本郷4-1-7　近江屋第二ビル3階　301号室 03-5844-3133 神経内科　脳神経外科　内科

寺本内科歯科クリニック 113-0033 東京都 文京区 本郷5-25-13　スカイビジョン１F 03-5684-0818 内科

きむらメンタルクリニック 113-0021 東京都 文京区 本駒込6-24-1-2F 03-5981-8847 精神科・心療内科

東京在宅ケアクリニック 113-0034 東京都 文京区 湯島1-5-34　お茶の水医学会館5階 03-6240-0001 緩和ケア内科　緩和ケア外科　皮膚科

アゴラ内科クリニック 113-0034 東京都 文京区 湯島3-34-8　第一天神ビル2階 03-6803-0976 内科　循環器内科

麻布モンテアールレディースクリニック 106-0045 東京都 港区 麻布十番1-5-18　カートブラン麻布十番3階 03-6804-3208 婦人科

しば胃腸こうもんクリニック 108-0014 東京都 港区 芝4-11-5　ＫＴビル3Ｆ 03-6453-9307 肛門外科、消化器内科、外科

ゆうメンタルクリニック品川院 108-0075 東京都 港区 港南2-3-1　大信秋山ビル5F　 03-5460-8877 精神科　心療内科
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クリニックフォア田町 108-0023 東京都 港区 芝浦3-1-32　なぎさテラス4階 03-6453-7550 内科　皮膚科　アレルギー科　美容皮膚科

芝浦桂歯科診療所 108-0023 東京都 港区 芝浦3-11-8　ミナトヤビル２F 03-5476-4618 歯科

クリニックフォア新橋 105-0004 東京都 港区 新橋1-4-5　ヒューリックG10ビル9階 03-6263-8471 内科　皮膚科　アレルギー科　美容皮膚科

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

品川ハートメディカルクリニック 108-0074 東京都 港区 高輪2-15-11　高輪ホワイトマンション105 03-5422-8841 血管外科　内科　循環器内科　外科

品川ブレストクリニック 108-0074 東京都 港区 高輪3-11-5　IEIイマス高輪ビル1階 03-5475-8600 乳腺外科　放射線科

一般社団法人　虎ノ門中村クリニック　神谷町院 105-0001 東京都 港区 虎ノ門3-10-4　虎ノ門ガーデン103 03-6823-1409 内科　消化器内科　皮膚科　耳鼻科

東京脳神経センター 105-0001 東京都 港区 虎ノ門4-1-17 03-5776-1200 脳神経外科・神経内科・整形外科・放射線科

THE　ONE. 105-0001 東京都 港区 虎ノ門4-3-10　虎ノ門きよしビル3階 03-6403-1915 美容外科　美容皮フ科　形成外科

デンタルケア神谷町 105-0001 東京都 港区 虎ノ門5-1-4　東都ビル203号 03-6809-1080 一般歯科　小児歯科　矯正歯科　歯科口腔外科

東文中醫クリニック・新橋 105-0003 東京都 港区 西新橋1-5-9　TSビル5F 03-6268-8582 内科　漢方内科　漢方婦人科　漢方リウマチ科　漢方アレルギー科

チームメディカルクリニック 105-0003 東京都 港区 西新橋1-5-14　内幸町ビル1階 03-6206-1020 整形外科　脳神経外科

青山整形外科クリニック 107-0062 東京都 港区 南青山2-13-11　マストライフ南青山ビル2F 03-5413-7300 整形外科

欅坂上医科歯科クリニック 106-0046 東京都 港区 元麻布3-2-19　モモンビル5F 03-6804-2211 循環器内科　内科

ゴールド麻布デンタルクリニック 106-0047 東京都 港区 南麻布3-21-17　B　Ｃｉｔｙ　Tower　AZABUTOKYO　12F03-6432-5845 歯科　小児歯科　歯科口腔外科　矯正科

広尾かなもりクリニック 106-0047 東京都 港区 南麻布5-10-24　第2佐野ビル401 03-6408-0652 産婦人科　内科

丸茂レディースクリニック 106-6004 東京都 港区 六本木1-6-1　泉ガーデンタワー4階 03-5575-5778 産婦人科　婦人科

今泉スキンクリニック 106-0032 東京都 港区 六本木7-18-8 第Ⅲ大栄ビル6F 03-3401-6762 美容皮膚科　美容形成外科　一般皮膚科

自由が丘いずみクリニック 152-0035 東京都 目黒区 自由が丘2-10-20　弥生ビル3F 03-5731-5771 人工透析
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