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医療機関名 科目 住所 電話

杉並区

阿佐谷北

阿佐谷クリニック 内・循・呼・消胃・放 杉並区阿佐谷北1-41-5 03-3338-5016

井上医院　 外・整・児・内 杉並区阿佐谷北5-47-17 03-3339-1132

佐藤内科クリニック 内・呼・循・アレ 杉並区阿佐谷北2-13-2　阿佐谷北口駅前ビル2F 03-5327-5885

清水谷内科 内・消胃 杉並区阿佐谷北2-16-17 03-3338-7896

西公園前クリニック 内・循 杉並区阿佐谷北2-33-11 03-3339-1772

藤村病院 内・循・消胃・呼・外・リハ 杉並区阿佐谷北4-21-20 03-3337-3934

松野医院 児 杉並区阿佐谷北3-42-10 03-3330-4656

ミタニひ尿器科 泌 杉並区阿佐谷北1-9-5 03-3310-3310

矢部医院 内・児・循 杉並区阿佐谷北6-31-6 03-3338-6449

吉田医院小児科皮膚科 内・児・皮 杉並区阿佐谷北1-33-8 03-3336-2535

阿佐谷南

あおきウィメンズクリニック 産・婦 杉並区阿佐谷南1-48-10　高橋ビル3階 03-5305-3535

家田医院 内・泌・外 杉並区阿佐谷南1-32-23 03-3311-1087

駅前つのだクリニック 内 杉並区阿佐谷南3-37-1　PLANO5階 03-5335-7480

香取内科クリニック 内・消胃 杉並区阿佐谷南3-34-10 03-5335-5717

けやき内科クリニック 内・呼・循・アレ・児 杉並区阿佐谷南1-33-16 03-3311-0437

すがい整形外科 整 杉並区阿佐谷南1-37-2 03-5305-5822

セキこどもクリニック 内・児 杉並区阿佐谷南2-1-27 03-3318-1625

双泉会クリニックすぎなみ 内 杉並区阿佐谷南3-2-34-201 03-6383-5642

つぐ内科 内・循 杉並区阿佐谷南3-1-23 03-3391-8234

野﨑クリニック 精神・心内
杉並区阿佐谷南3-37-13
大同ビル3F-301

03-3398-3222

林脳神経外科メディカルクリニック 内・脳外・婦・消胃・乳 杉並区阿佐谷南1-9-2　GOOD1階 03-5305-8831

はやま消化器内科クリニック 内・消胃 杉並区阿佐谷南1-17-17　朝倉ビル1階 03-3313-6600

ふじの眼科 眼 杉並区阿佐谷南3-37-2　エスアイビル2F 03-3393-4146

内科小児科　山住医院 内・児 杉並区阿佐谷南1-38-2 03-3314-2381

天沼

いそのクリニック 内・消胃 杉並区天沼3-30-4 03-5397-5500

荻窪ふしみクリニック 整・リハ・内・リウマチ 杉並区天沼2-5-3 03-3220-2439

染谷皮膚科クリニック 皮 杉並区天沼3-30-37 03-3391-1212

にれの木クリニック 内・児・心内・精神 杉並区天沼3-2-18 03-5335-5868

井草

井荻菊池眼科 眼 杉並区井草4-1-8 03-5382-5800

井草内科クリニック 内・消胃 杉並区井草3-17-14 03-5311-7077

伊東医院 内・児 杉並区井草1-19-27 03-3399-3848

大森整形外科 整・リハ・リウマチ 杉並区井草2-18-21 03-3395-1007

岡田ライフクリニック 脳外・内・外・放 杉並区井草4-6-20 03-5311-3545

杉並すだクリニック 内・循・外・心外 杉並区井草1-16-4 03-3395-1192

河北総合病院は下記の医療機関と連携していますKHC登録医療機関一覧 
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井草

角田外科医院 外・泌 杉並区井草1-2-15 03-3399-1663

木村クリニック 内・泌 杉並区井草1-18-11 03-3397-7787

なかがわ内科クリニック 内・血内・アレ・腫内・循 杉並区井草1-2-5　ワイズスクエア101 03-5311-5577

山本クリニック 内・呼・消胃・外・肛 杉並区井草1-8-9　アセッツ下井草100号室 03-3301-7856

今川

上井草診療所 内・循・児 杉並区今川3-30-10 03-3395-2400

和泉

いりたに内科クリニック 内・呼・アレ・循・皮 杉並区和泉4-51-6-1F 03-5305-5788

えいふく内科クリニック 内・循・呼 杉並区和泉3-33-21 03-3324-8333

後藤医院 内・児 杉並区和泉1-13-2 03-3321-4660

西山内科クリニック 内・消胃・循・児 杉並区和泉3-46-8-1F 03-5355-7778

宮﨑クリニック 神内・脳外 杉並区和泉4-51-14　エクセレント和泉2F 03-3317-7701

森本クリニック 消胃・肛・麻・内・外・児 杉並区和泉1-11-20　 03-5329-4800

山川クリニック 内・外・整・皮・リハ 杉並区和泉4-1-22 03-6304-7728

梅里

あんずクリニック 心内・精神・内・神内 杉並区梅里1-7-15-3F 03-5305-3358

石沢クリニック 内・消胃・呼・循・アレ 杉並区梅里2-1-15　新高円寺三和ビル３階 03-5929-1922

新高円寺クリニック 内・呼・消胃・アレ 杉並区梅里1-7-17　AKビル3F-301　 03-5377-5388

すぎなみ東クリニック 内 杉並区梅里2-40-16　ビラージュ白井2階 03-5305-2246

多賀レディースクリニック 産・婦 杉並区梅里2-29-3 03-5305-6687

継医院 児・内 杉並区梅里2-4-8 03-3311-3067

永福

川原耳鼻咽喉科 耳 杉並区永福4-13-10　ポルヴェニール1F 03-5300-8667

東京大塚医院 内・循・糖 杉並区永福4-18-4 03-3322-5311

西永福内科クリニック 内・消胃 杉並区永福3-26-7 03-3325-3531

柳澤医院 内・児・皮 杉並区永福3-55-10 03-3327-0157

荻窪

いしい耳鼻咽喉科 耳・アレ 杉並区荻窪5-16-20 03-3398-3387

オオタ整形外科クリニック 整・リハ 杉並区荻窪5-8-11 03-6915-1085

荻窪駅前クリニック 泌・内・皮 杉並区荻窪5-27-8 03-3220-9622

荻窪三丁目クリニック 内・精神・在宅診療 杉並区荻窪3-47-12 03-6676-5798

かわさき小児科 児 杉並区荻窪5-27-5-6F 03-5347-0530

康明会荻窪クリニック 内・老年・在宅診療 杉並区荻窪5-15-17　グランデアコール101 03-5347-0188

こみちレディースクリニック 婦 杉並区荻窪5-27-5-501 03-5335-7575

シャレール荻窪前やすだクリニック 内・消胃・児 杉並区荻窪1-58-10 03-6383-5111

すずらんクリニック 産・婦・内 杉並区荻窪5-13-9 03-3392-3981

清泉クリニック整形外科東京荻窪 整・リハ 杉並区荻窪5-28-13　荻窪駅前ビル3F 03-3220-1936

都筑医院 内 杉並区荻窪2-31-5 03-3391-5137
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荻窪

都筑外科形成外科医院 外・整・形 杉並区荻窪2-31-5 03-3392-8352

中尾耳鼻咽喉科医院 耳 杉並区荻窪5-20-10　ミカワヤビル3階 03-5335-3387

星医院 外・消胃・整 杉並区荻窪5-1-14 03-3393-0376

増本整形外科クリニック 整・リハ 杉並区荻窪5-30-17 03-5335-5144

桃井診療所 内 杉並区荻窪5-13-2 03-3398-0723

安田医院 内・児 杉並区荻窪5-11-19 03-3391-5871

山形内科消化器科 内・消胃 杉並区荻窪5-19-15 03-3398-0160

横田医院 内・呼 杉並区荻窪4-11-19 03-3398-3205

わかまつクリニック 泌・皮 杉並区荻窪5-2-15 03-3393-5656

上井草

柁原医院 内・消胃・リハ・外・皮 杉並区上井草1-25-18 03-3399-8861

上井草クリニック 整・外・内・内分 杉並区上井草3-31-23 03-5303-6722

たむらクリニック 内・児・児外・外・肛 杉並区上井草3-31-15 03-5303-5701

上荻

赤川クリニック 産・婦・児 杉並区上荻1-24-6 03-3391-6694

岡田クリニック 整・リハ 杉並区上荻2-36-4 03-3301-3350

荻窪胃腸クリニック 内・呼・消胃・循・神内 杉並区上荻1-16-6 03-3391-1587

荻窪眼科 眼 杉並区上荻1-7-3　ﾌﾟﾗﾈｯﾂ4F 03-3220-5222

おぎくぼ正クリニック 脳外・外・神内・在宅診療 杉並区上荻3-29-11-501 03-5303-1560

河合内科クリニック 内・呼・児・放 杉並区上荻3-1-11 03-3399-8563

駒﨑医院 内・消胃・外
杉並区上荻4-30-12
ロイヤルプレイス西荻窪1階

03-3395-5513

柴田メディカルクリニック 内・循 杉並区上荻3-29-9 03-3395-7608

杉田眼科 眼 杉並区上荻1-8-10 03-3220-2122

中里医院 内・児・神内・アレ・循 杉並区上荻4-2-3 03-3390-5258

藤多クリニック 内・呼・循・児・耳 杉並区上荻1-9-1　ﾕｱﾋﾞﾙⅡ5F 03-3392-8811

久我山

おおすが内科 内・消胃・循 杉並区久我山5-5-17-101 03-6425-8535

久我山レディースクリニック 産・婦・皮 杉並区久我山2-14-8 03-3331-3010

詫摩整形外科 整・リハ 杉並区久我山2-13-4 03-3334-5300

広沢眼科 眼 杉並区久我山5-7-20 03-5370-3070

高円寺北

あおき眼科 眼 杉並区高円寺北3-20-18　グランコート高円寺1階 03-6231-5148

窪田クリニック 外・内・肛・消胃・婦 杉並区高円寺北3-25-20　SKビル1F 03-6262-5791

高円寺北眼科クリニック 眼 杉並区高円寺北2-2-1　巳善ビル2F 03-5327-8212

高円寺すずきクリニック 内・腎内・透析 杉並区高円寺北2-20-1-4F 03-5373-1571

高円寺同愛診療所 内・消胃・放 杉並区高円寺北4-16-11 03-5327-5450

林医院 産・婦 杉並区高円寺北2-35-13 03-3338-6826

松本整形外科 整・リハ 杉並区高円寺北3-9-11 03-3337-6864
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高円寺北

よしひさ内科クリニック 内・消胃 杉並区高円寺北3-35-26　T`ｓ garden高円寺１階 03-5327-5577

高円寺南

あずま眼科 眼・児眼・ロービジョンケア 杉並区高円寺南3-1-10　ブランセル高円寺1F 03-3317-1388

井上耳鼻咽喉科 耳 杉並区高円寺南2-49-18 03-5305-3387

高円寺駅前皮膚科 皮 杉並区高円寺南4-27-10　佐野ビル4階 03-3316-1215

高円寺整形外科 内・リハ・整 杉並区高円寺南4-29-2-2Ｆ 03-5377-3291

こじま内科 内・呼・児 杉並区高円寺南5-40-17 03-3316-3987

近藤クリニック 内・婦 杉並区高円寺南3-44-2 03-3311-8663

清水クリニック 心内・漢方 杉並区高円寺南4-29-2　高円寺メディカルプラザ3F 03-6304-9182

清水内科クリニック 内・循・消胃 杉並区高円寺南1-7-4　杉木ビル403 03-3318-2431

下平レディスクリニック 婦 杉並区高円寺南1-4-12 03-5377-0834

しんえい糖クリニック 内・糖 杉並区高円寺南4-6-7　アンフィニビル3F 03-6383-1870

新高円寺駅前クリニック 内・児・リウマチ・整・皮 杉並区高円寺南2-16-13　エルニド1F 03-5378-5830

林医院 循・内・児 杉並区高円寺南2-21-1 03-3311-1856

宮本内科クリニック 内・循 杉並区高円寺南1-22-8 03-3312-0712

横山高円寺南医院 内・消胃・循・皮 杉並区高円寺南4-29-9 03-6413-1097

よしだ内科 内・腎内 杉並区高円寺南4-19-1　山長ビル1F 03-3311-3293

清水

おかもと耳鼻咽喉科 耳 杉並区清水1-15-15-1F 03-6913-7202

菊池脳神経外科 脳外・内・外 杉並区清水1-14-6 03-3399-8100

成瀬医院 内・児 杉並区清水2-22-22 03-5311-5133

渕之上クリニック 内・児 杉並区清水1-15-12　ローカス四面道1F 03-5382-0876

宮林医院 皮 杉並区清水1-14-6　宮林ビル3階・4階 03-3390-6288

百瀬医院 内・循・児 杉並区清水2-5-5-1F 03-5311-3456

下井草

飯高医院 内・児 杉並区下井草3-38-10 03-3390-2656

井荻クリニック 内・消胃・循・小 杉並区下井草5-18-7 03-6915-0251

いぐさクリニック 内・外・整・皮・精神 杉並区下井草3-39-21-2F 03-5382-5326

石川小児科医院 児・内 杉並区下井草2-10-7 03-3390-3671

いずみ医院 皮 杉並区下井草5-19-9 03-3395-8171

近藤医院 内・循・児 杉並区下井草2-36-24 03-3397-6868

富川医院 内 杉並区下井草4-6-17 03-3399-4514

西川耳鼻咽喉科 耳 杉並区下井草2-39-12-2F 03-3397-8733

別府医院 内・児・皮 杉並区下井草1-4-3 03-3336-6921

宮川整形外科内科 内・整 杉並区下井草3-4-5 03-3399-0010

よこやま耳鼻咽喉科 耳 杉並区下井草3-37-11 03-3397-1616

下高井戸

木暮クリニック 内・消胃・循・アレ 杉並区下高井戸1-41-6 03-3329-3003
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下高井戸

ひろ永福クリニック 内・消・リウマチ 杉並区下高井戸3-23-8 03-3303-1231

松庵

松庵内科クリニック 内・呼・循・泌 杉並区松庵2-7-11 03-5370-2006

西荻
ニシオギ

ペインクリニック 麻・ペイン
杉並区松庵3-40-13
松庵フロントビル1F

03-5336-6323

善福寺

善福寺クリニック 内・消胃・呼・皮・児・放 杉並区善福寺3-24-3 03-3395-6808

高井戸東

かなや整形外科 整 杉並区高井戸東4-11-5　高井戸東ﾊﾟｰｸﾎｰﾑｽﾞ1階 03-3247-7755

長澤クリニック 内・アレ・皮・外 杉並区高井戸東2-13-8 03-5336-8202

高井戸西

あんクリニック訪問診療 内・皮・在宅診療 杉並区高井戸西1-11-13　カサ・デ・高井戸1-C 03-5941-6053

循環器科内科　小川医院 内・循 杉並区高井戸西2-9-5 03-3332-7063

高井戸こどもクリニック 内・児 杉並区高井戸西1-27-22 03-3331-6644

ふじみ耳鼻咽喉科 耳 杉並区高井戸西2-10-9-1F 03-5336-0330

成田東

今関医院 消胃・外・皮・肛・泌 杉並区成田東2-31-10 03-3311-2169

可児医院 内・婦 杉並区成田東4-23-2 03-3311-0306

たけうち内科 内・消胃・児・訪問診療 杉並区成田東3-12-13 03-3313-8428

長沼内科 内・児・神内 杉並区成田東3-36-8 03-3311-1803

成宗診療所 内・消・呼・放・胃循 杉並区成田東4-13-6 03-3392-6967

浜田眼科医院 眼 杉並区成田東4-32-11 03-3313-1718

マキ皮膚科クリニック 皮 杉並区成田東1-49-7-201 03-3314-7775

松浦整形外科内科 整・外・リハ 杉並区成田東4-19-18 03-3317-1511

蘭松医院 内、循、児、リハ、皮、糖 杉並区成田東5-36-11 03-3393-1477

若林クリニック 内・外 杉並区成田東3-29-4 03-5378-8787

成田西

おおたにクリニック 内 杉並区成田西1-12-15 03-3316-8577

佐々木内科・循環器内科クリニック 内・循 杉並区成田西2-11-6 03-5335-7121

西荻北

荒木眼科医院 眼 杉並区西荻北2-9-10 03-3395-3091

慶優クリニック 内 杉並区西荻北4-33-16 03-5303-1188

近藤クリニック 消胃・外・内・肛・麻・リハ 杉並区西荻北4-5-20 03-3301-0109

中谷循環器内科クリニック 内・循 杉並区西荻北3-32-12　ルミノール西荻窪2F 03-6802-7914

西荻クリニック 内・外・皮 杉並区西荻北2-5-13 03-3399-0434

西荻窪透析内科クリニック 内・透析 杉並区西荻北3-32-12　ルミノール西荻窪3F 03-5303-0120

西荻鍋岡クリニック 内・整 杉並区西荻北3-31-13 03-3397-5758

柳沢クリニック 心内・精神 杉並区西荻北3-13-14 03-5382-8237

矢部クリニック 内・外・消胃・児・肛 杉並区西荻北3-25-21 03-3390-0731
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西荻南

甲田医院 内・児 杉並区西荻南3-16-1 03-3333-6444

しの耳鼻咽喉科クリニック 耳 杉並区西荻南3-19-7 03-3335-8733

浜田山

荒井耳鼻咽喉科 耳 杉並区浜田山3-24-8 03-3304-5974

遠藤医院 児・内 杉並区浜田山3-3-9 03-3302-9035

こわぐち内科クリニック 内・皮・アレ 杉並区浜田山4-16-4 03-5929-1857

西島整形外科・リウマチクリニック 整・リウマチ・リハ 杉並区浜田山4-16-4 03-5929-1764

浜田山診療所 内・児・アレ 杉並区浜田山2-14-5 03-3302-6601

はまだやま耳鼻咽喉科・めまいクリニック 耳 杉並区浜田山3-34-15 03-6379-6317

ニューハート・ワタナベ国際病院 循環器科・心臓外科・内分泌外科・麻酔科・放射線杉並区浜田山3-19-11 03-3311-119

浜田山ファミリークリニック 内・呼・消胃・循・神内・リウマチ・リハ・外・整・眼・泌 杉並区浜田山3-35-13 03-5929-9151

方南町

方南町さくらクリニック 内 杉並区方南町2-19-2　鈴力Ⅳ3F 03-3315-1315

堀ノ内

高円寺パークサイドクリニック 内・呼 杉並区堀ノ内3-52-22 03-5305-5911

杉並堀ノ内クリニック 内・消胃・糖・児・耳・皮・泌・整・リハ・在宅診療 杉並区堀ノ内2-29-14-1F 03-5929-1611

まがみ内科クリニック 内・在宅診療 杉並区堀ノ内1-8-6-101 03-6304-9138

渡辺医院 内・児・整・リハ 杉並区堀ノ内3-10-16 03-3311-7893

本天沼

桜井クリニック 産・婦・内 杉並区本天沼3-12-25 03-3394-6436

松ノ木

石井こども・内科循環器クリニック 内･児･循 杉並区松ノ木1-6-21 03-3314-5677

せいきょう診療所 内･児 杉並区松ノ木3-23-8 03-3313-7365

南荻窪

張内科クリニック 内 杉並区南荻窪1-21-5 03-3335-8870

橋本医院 内・児・外・児外 杉並区南荻窪3-25-19 03-3331-3553

宮前

久我山腎クリニック 透析 杉並区宮前5-16-4-1F 03-5336-6175

ささき医院 内・消胃・肝・児・外 杉並区宮前1-14-10 03-3332-4841

つかだクリニック 内・児
杉並区宮前5-15-21
久我山クリニックモール

03-5336-6626

和田

岩﨑小児科医院 児・内・呼 杉並区和田3-49-7 03-5377-0015

和田クリニック 内・児・循・消胃 杉並区和田3-15-15 03-3381-5411

富士見クリニック 内・脳外 杉並区和田1-1-12　富士見町ペガサスビル3階 03-3382-2200

和田堀診療所 内・児・漢方 杉並区和田2-42-5 03-3381-6840
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中野区

明野眼科 眼 中野区白鷺2-49-27 03-3336-8185

あけのほし内科クリニック 内科、消化器・胃腸科 中野区中野5丁目67-4 中野北口ビル 2F 03-3386-6500

おうじ内科・糖尿病クリニック 内・児・糖・漢方 中野区中野5-26-8 03-3388-1024

荻原医院 小児科 中野区江古田2-11-10 03-3388-5050

かみさぎキッズクリニック 児 中野区上鷺宮3-8-14 03-3577-8400

上高田ちば整形外科・小児科 整・児・リハ 中野区上高田1-8-13 03-3228-1555

熊谷医院 内・放 中野区鷺宮3-32-5 03-3338-1515

くり小児科内科 児・内 中野区野方4-22-3 03-5345-6166

健友会　やまと診療所 内・呼・整・家庭 中野区大和町3-3-12 03-3339-5640

小池小児科医院 児 中野区若宮3-2-10 03-3330-0743

近藤クリニック 内・整・皮・肛 中野区中野3-27-20 03-3381-4101

さかい内科クリニック 内・呼・アレ 中野区鷺宮3-19-15　ダイアパレス鷺宮1F 03-5327-3670

さぎの宮の 根岸眼科 眼 中野区鷺宮3-20-3　小野田ビル2F 03-5327-3555

さぎのみや皮膚科クリニック 皮・児皮・美皮 中野区鷺宮3-19-1-2F 03-5327-3013

サンモールクリニック 内・消胃・外 中野区中野5-65-12 03-5345-5767

耳鼻咽喉科セントラルパーク中野 耳
中野区中野4-10-1　中野セントラルパークイースト
1F

03-5318-4187

新中野透析クリニック 循環器科、透析科 中野区本町3-23-3　新中野AM-Iビル1F 03-3370-8111

杉本医院 内・児 中野区野方2-7-17 03-3388-2338

大場診療所 内・児・消胃・循 中野区大和町3-40-6 03-3330-0073

髙木小児科医院 児 中野区上鷺宮4-19-10 03-5241-5823

たかとり内科 内・神内・皮 中野区大和町1-30-6 03-6265-5835

たかねファミリークリニック 内・児・皮・訪問診療 中野区丸山2-17-13 03-5356-8120

たかのクリニック 内・循 中野区上鷺宮4-6-38 03-3990-2222

髙田耳鼻咽喉科医院 耳 中野区野方4-19-6 03-3389-9428

つるた鷺ノ宮クリニック 内・呼・消胃・循・神内･皮・糖 中野区白鷺1-7-15 03-5373-8460

哲学堂　石井内科医院 内・消胃 中野区江古田1-1-4 03-5906-5010

天正堂クリニック 児・内・アレ 中野区丸山1-5-7 03-3319-3965

鳥海ペインクリニック 内・消胃・外・整・麻 中野区野方6-3-2 03-3338-1414

のがたクリニック 内・児・外 中野区大和町1-4-2-3F 03-3389-2201

能戸クリニック 内・児・外・皮 中野区大和町1-45-12 03-3337-6700

長谷川医院 内・小・皮 中野区野方5-28-6 03-3338-2050

ふじもり耳鼻咽喉科クリニック 耳・アレ 中野区鷺宮3-4-7 03-5373-4133

ホームクリニックなかの 内・呼・児・消胃・循・在宅診療 中野区江古田4-29-11-306 03-3387-2734

南台寺尾クリニック 内・循・神内・児 中野南台3-37-27 03-3381-7755

宮地内科医院 内科　小児科　呼吸器科 中野区上高田1-35-9  03-3361-1858

みやびハート＆ケアクリニック 内・循・緩和ケア 中野区中央3-35-4　ナビウス新中野1階EAST 03-5385-3880

メディカル新中野 児・内 中野区中央4-5-2 03-3383-3454

やはたクリニック 内・児・整・リハ 中野区大和町1-44-4 03-5364-5361
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中野区

やまぐち内科ハートクリニック 内・呼・循・糖 中野区上鷺宮2-4-1 03-3970-0770

山田医院 産・婦・児 中野区中野2-14-17 03-3384-3555

山田クリニック 内・児 中野区新井2-6-10 03-3386-0415

練馬区

いかいクリニック 内・リウマチ・リハ・整・皮 練馬区中村南3-12-4 03-5971-3601

いしざき内科 内・訪問診療 練馬区石神井町3-30-20　コーポ田嶋1F 03-6913-3925

臼井医院 内・消胃・循・児・皮・放 練馬区中村2-16-8 03-3970-0210

かわさき内科糖尿病クリニック 内・糖・循 練馬区東大泉6-47-18　ﾄﾞｸﾀｰｽﾞﾎﾟｰﾄ大泉学園 03-3922-1071

こうち医院 内・循・外・心外 練馬区中村南3-16-7　東京セントラル中村南101 03-5987-5137

さんくりにっく 内・呼 練馬区大泉町1-28-2 03-3924-0101

じぶクリニック 内・消胃・肛 練馬区石神井台７-22-3 03-5903-1221

立野町蘭松医院 内・児・リハ・皮 練馬区立野町25-5 03-5991-6258

寺門医院 内・消胃・児・外 練馬区中村北3-3-5 03-3999-4630

土橋皮膚科クリニック 皮 練馬区下石神井4-15-7 03-3996-3843

中村三丁目皮フ科 皮・児皮 練馬区中村3-16-2 03-6325-7709

中村橋駅前内科クリニック 内・腎内・アレ・糖 練馬区中村北3-23-5　シュウカワグチビル1F 03-5848-7830

ホームクリニックえにし 内・リハ・訪問診療・訪問リハ・緩和ケア 練馬区石神井町2-15-1 03-6913-2080

ホームメディカルクリニック 内・外・訪問診療 練馬区高野台1-7-20-901 03-5923-6625

みすずクリニック 内・消胃 練馬区豊玉北5-12-8-1F 03-3993-6199

むらき整形外科クリニック 整・リウマチ・リハ 練馬区下石神井4-7-28 03-6913-3739

森田医院 内・児・外・整・耳 練馬区豊玉北6-15-19 03-3991-0012

よしだ内科クリニック 内・リウマチ・アレ 練馬区貫井1-12-5 03-3577-3252

わだ内科クリニック 内・呼・循 練馬区中村北4-4-12　ラフォスタ1F 03-3825-7888

渋谷区

柏木クリニック 内・循・リハ・在宅診療 渋谷区初台1-51-5-604 03-6300-0873

桜十字渋谷バースクリニック 産・婦
渋谷区宇田川町3-7
ヒューリック渋谷公園通りビル4F

03-5728-6626

笹塚・代田橋透析クリニック 内・循・透析 渋谷区笹塚1-64-8-2F 03-5304-1131

世田谷区

恵泉クリニック 内・循・精・リウマチ・整・訪問診療 世田谷区上祖師谷1-35-15　シオン烏山 03-3326-5408

給田ファミリークリニック 内・児・外・訪問診療 世田谷区給田3-26-6 03-5315-5511

腎内科クリニック世田谷 腎内・透析・糖 世田谷区南烏山4-21-4 03-5969-4976

成城内科 内 世田谷区成城6-22-3 03-5490-9111

ひらくクリニック 内・腎内・透析・糖 世田谷区上祖師谷5-18-9 03-3308-0900

ファミリークリニック千歳烏山 内・整・皮・禁煙外来・乳・漢方
世田谷区南烏山5-19-10
賀茂ビル1Ｆ

03-5314-3352

プライマリーケアクリニック 内・整・リハ・在宅診療 世田谷区松原1-38-8-1F 03-5301-0360
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豊島区

アイビー胃腸内視鏡内科クリニック 消胃 豊島区巣鴨1-18-10　三喜ビル8F 03-5978-8300

セイントクリニック池袋駅前 内・外・耳・児耳 豊島区西池袋1-16-10-3F 03-6812-1901

目黒区

マミーズクリニック 内・消胃・整 目黒区中町1-27-17 03-5725-4970

中央区

銀座まいにちクリニック 内科、消化器・胃腸科、耳鼻咽喉科、皮膚科、泌尿器科 中央区銀座4丁目13?11 銀座まいにちクリニック 銀座ＭＳビル 4F 03-6260-6001

調布市

永研会クリニック 内・リハ・整・皮・形・美皮・在宅医療
東京都調布市仙川町1-11-8
仙川ＦＴビル2Ｆ

03-5315-1181

三鷹市

TOWN訪問診療所三鷹 訪問診療・形成・フット・循・皮・内・外
東京都三鷹市下連雀1-1-5
三鷹ロイヤルハイツ104

0422-59-0280

三鷹心臓クリニック 内・循
東京都三鷹市下連雀3-26-9
サンシロービル4階

03-4500-1670

武蔵野市

松井クリニック 内・児・消胃・リウマチ・アレ・リハ 武蔵野市吉祥寺東町2-17-27 0422-20-1001

埼玉県

大島内科クリニック 内・循 埼玉県戸田市上戸田2-1-15 048-430-2020
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