
本リストは、日本医師会　地域医療情報システム（http://jmap.jp/facilities/search/)、を参考に作成しております。

施設種類 施設名称 所在地 病床数
1 一般診療所 医療法人社団　東京白報会　つばさクリニック 葛飾区奥戸四丁目１６番１７号 0
2 一般診療所 東東京クリニック 葛飾区亀有三丁目３７番１７号メディック関東ビル 0
3 一般診療所 医療法人社団　泰松会　亀有おおの診療所 葛飾区亀有二丁目３３番８号ボナール１７ＢＬＤ１階 0
4 一般診療所 医療法人社団　湘南会　亀有みんなのクリニック 葛飾区亀有二丁目４番８号 19
5 一般診療所 医療法人社団　悠翔会　悠翔会在宅クリニック金町 葛飾区金町五丁目２４番１８号アビタシオン金町Ⅱ１階 3
6 一般診療所 金町脳神経内科・耳鼻咽喉科 葛飾区金町六丁目４番３号金町メディカルモール４０１ 0
7 一般診療所 医療法人社団　裕栄会　高砂診療所 葛飾区高砂三丁目６番９号－１０１号 0
8 一般診療所 医療法人社団　ＭＸＰＧ　レッツメディカルガーデンクリニック 葛飾区細田五丁目１５番６号アポロ・サンズビル１階 0
9 一般診療所 医療法人社団　啓翔会　黒木整形外科内科クリニック 葛飾区細田三丁目２９番１５号 0
10 一般診療所 医療法人社団　細田診療所 葛飾区細田三丁目９番４３号 0
11 一般診療所 医療法人社団　高志会　よつぎホームクリニック 葛飾区四つ木一丁目４７番１２号ハルメディカルビル３階 0
12 一般診療所 篠原診療所 葛飾区四つ木四丁目１５番１５号 0
13 一般診療所 医療法人社団　淳友会　わたクリニック 葛飾区柴又一丁目２番１号１階 0
14 一般診療所 えがおホームクリニック 葛飾区柴又五丁目３３番２号リバーサイドマンション４０１ 0
15 一般診療所 飯田クリニック 葛飾区新小岩一丁目４０番１０号リバティーヌ喜久屋１階 0
16 一般診療所 医療法人社団　城東桐和会　新小岩すばるクリニック 葛飾区新小岩二丁目１番１号リーフコンフォート新小岩２階 0
17 一般診療所 医療法人社団　城東桐和会　新小岩さくらクリニック 葛飾区新小岩二丁目１番１号リーフコンフォート新小岩２階 0
18 一般診療所 医療法人社団　城東桐和会　新小岩駅前総合クリニック 葛飾区新小岩二丁目１番１号リーフコンフォート新小岩３階 0
19 一般診療所 医療法人社団　厚生会　栗原医院 葛飾区新小岩二丁目２１番２１号 0
20 一般診療所 医療法人社団　東京平成会　新小岩平成クリニック 葛飾区新小岩二丁目２番２０号 0
21 一般診療所 医療法人財団　ひこばえ会　水元セツルメント診療所 葛飾区水元三丁目２２番２１号水元公園共同ビル２階 0
22 一般診療所 医療法人社団　福招会　かつしか野村クリニック 葛飾区水元二丁目１３番６号福招会医療ビル１階 0
23 一般診療所 医療法人社団　福招会　葛飾在宅ケアクリニック 葛飾区水元二丁目１３番６号福招会医療ビル２階 0
24 一般診療所 葛飾南クリニック 葛飾区西新小岩一丁目３番１１号フォーラム新小岩３階 0
25 一般診療所 新小岩北口診療所 葛飾区西新小岩一丁目８番４号山口ビル１階 0
26 一般診療所 いずみホームケアクリニック 葛飾区青戸五丁目３０番４号三和ニードルベアリングビル１、４階及び入院棟19
27 一般診療所 医療法人財団　ファミーユ　かつしか心身総合クリニック 葛飾区東金町１丁目４１番１号桜井ビル２階 0
28 一般診療所 金町診療所 葛飾区東金町一丁目１５番５号 0
29 一般診療所 社会医療法人社団　光仁会　西水元クリニック 葛飾区東金町四丁目３番７号２階 0
30 一般診療所 医療法人社団　智成会　東金町内科クリニック 葛飾区東金町七丁目５番８号ロイヤルクレセント１階 0
31 一般診療所 医療法人社団　萃容会　聖心醫院 葛飾区東金町二丁目１９番５号 0
32 一般診療所 医療法人財団　健和会　四ツ木診療所 葛飾区東四つ木四丁目４５番１６号 0
33 一般診療所 医療法人社団　明正会　大髙在宅ケアクリニック 葛飾区東新小岩八丁目８番１１号東新小岩関口ビル１階 0
34 一般診療所 たなかがく内科クリニック 葛飾区東新小岩六丁目２番４号第一ハイツカトレア１０１号室 0
35 一般診療所 医療法人社団　ＭＸＰＧ　レッツメディカルガーデンクリニック東立石葛飾区東立石二丁目１８番４号１階 0
36 一般診療所 下千葉診療所 葛飾区堀切七丁目１３番２４号 0
37 一般診療所 平成立石ペンギンクリニック 葛飾区立石五丁目７番３号 0
38 一般診療所 医療法人財団　ファミーユ　駒クリニック立石 葛飾区立石三丁目３１番８号豊崎ビル１階Ｂ 0
39 一般診療所 医療法人社団　干仁会　岩﨑内科医院 葛飾区立石四丁目３０番１２号 0
40 一般診療所 医療法人社団　淳友会　わたホームクリニック 葛飾区立石六丁目８番１号三洋ガーデン１階、２階 1
41 一般診療所 荒川ひだまり在宅クリニック 荒川区荒川五丁目１番１５号奥澤ビル１階 0
42 一般診療所 荒川生協診療所 荒川区荒川四丁目５４番５号 0
43 一般診療所 医療法人社団　行徳会　ういずクリニック西尾久 荒川区西尾久三丁目１５番１号ヘルストンビル１階・２階 0
44 一般診療所 医療法人社団　藤寿会　ふじクリニック 荒川区西尾久三丁目１６番８号ロイヤルハイツリブラ１階 0
45 一般診療所 尾久駅前内科クリニック 荒川区西尾久七丁目２５番３号 0
46 一般診療所 東京ふれあい医療生活協同組合　宮の前診療所 荒川区西尾久二丁目３番２号 0
47 一般診療所 医療法人社団　健康会　高橋医院 荒川区町屋三丁目２番１０号ＩＳＥビル１，２，３階地下１階 0
48 一般診療所 社会福祉法人　上智社会事業団　上智クリニック 荒川区町屋四丁目９番１０号 19
49 一般診療所 和クリニック 荒川区町屋二丁目９番２号きくや・ガーデンコート５０３号室 0
50 一般診療所 あらかわ訪問診療クリニック 荒川区東日暮里五丁目３４番１号ＯＡＫビル３階３０３号室 0
51 一般診療所 ことり訪問診療所 荒川区東日暮里五丁目５２番６号折原ビル４階 0
52 一般診療所 医療法人社団　慶津会　日暮里ホームクリニック 荒川区東日暮里三丁目９番２１号日暮里コミュニティ１階 0
53 一般診療所 医療法人社団　雄昻会　やたがいクリニック 荒川区東日暮里四丁目２０番６号１階～３階 0
54 一般診療所 医療法人社団　日暮里医院 荒川区東日暮里六丁目６０番４号 0
55 一般診療所 医療法人社団　熊野前医院 荒川区東尾久三丁目１９番８号１階 0
56 一般診療所 斉藤医院 荒川区東尾久二丁目９番１３号 0
57 一般診療所 汐入診療所 荒川区南千住八丁目１０番３号１０１ 0
58 一般診療所 三上内科クリニック 足立区伊興四丁目３番３号 0
59 一般診療所 医療法人社団　苑風会　さくらクリニック 足立区一ツ家一丁目１５番１０号 0
60 一般診療所 社会医療法人社団　慈生会　常楽診療所 足立区一ツ家四丁目５番１１号 0
61 一般診療所 医療法人社団　信明会　コスモスクリニック 足立区加平三丁目４番１号ウィステリアガーデン３階 0
62 一般診療所 花畑一丁目クリニック 足立区花畑一丁目３番１３号１階 0
63 一般診療所 藤井クリニック 足立区花畑四丁目２６番７号 0
64 一般診療所 医療法人社団　三秀会　三宅クリニック 足立区関原二丁目１３番２３号１階 0
65 一般診療所 城北診療所 足立区関原二丁目３８番２１号 0
66 一般診療所 東京ふれあい医療生活協同組合　ふれあいファミリークリニック 足立区宮城一丁目３３番２０号 0
67 一般診療所 江北生協診療所 足立区江北二丁目２４番１号 0
68 一般診療所 医療法人社団　東京はなぶさ会　舎人公園クリニック 足立区皿沼一丁目２１番５号 0
69 一般診療所 鹿浜診療所 足立区新田二丁目４番１５号 0
70 一般診療所 医療法人社団　あすは会　西伊興クリニック 足立区西伊興四丁目１番１号 0
71 一般診療所 医療法人社団　明桜会　ハラダクリニック 足立区西伊興四丁目９番１１号 0
72 一般診療所 やまざきメディカルスクエア 足立区西伊興二丁目３番９号 0
73 一般診療所 医療法人社団　洪泳会　洪誠クリニック 足立区西新井栄町一丁目１７番２５号 0
74 一般診療所 田中医院 足立区西新井本町二丁目２番１号 0
75 一般診療所 医療法人社団　慈正会　天沼医院 足立区西保木間四丁目５番１４－２ 0
76 一般診療所 医療法人社団　寿泉会　旭医院 足立区千住旭町９番１５号 0
77 一般診療所 医療法人社団　慈航会　阿部メディカルクリニック 足立区千住河原町２１番地１０ベルメゾン・リモーネ１階・２階 0
78 一般診療所 医療法人社団　泰仁会　北川医院 足立区千住河原町２２番地６ 0
79 一般診療所 浅川医院 足立区千住三丁目７６番地 0
80 一般診療所 千住中央診療所 足立区千住大川町３７番２号 0
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施設種類 施設名称 所在地 病床数
81 一般診療所 医療法人財団　健愛会　かもん宿診療所 足立区千住仲町１２番地１６ 0
82 一般診療所 医療法人社団　悠翔会　悠翔会在宅クリニック北千住 足立区千住柳町３２番地１雲野第三レジデンス１階 0
83 一般診療所 医療法人社団　赤門会　扇クリニック 足立区扇三丁目１８番２４号１階 0
84 一般診療所 高野クリニック 足立区扇二丁目４６番１３号ケーアンドエー高野ビル３階 0
85 一般診療所 渡辺内科外科医院 足立区足立四丁目２２番１５号 0
86 一般診療所 東川医院 足立区大谷田三丁目１６番１２号 0
87 一般診療所 辰沼クリニック 足立区辰沼一丁目３番１１号宮田コーポ１０１ 0
88 一般診療所 うらべ整形外科・内科 足立区谷在家一丁目１８番１号１階 0
89 一般診療所 医療法人社団　泰尚会　玄クリニック 足立区竹の塚一丁目３０番２０号泰尚ビル１階 0
90 一般診療所 医療法人社団　東京朝日会　竹の塚あさひ医院 足立区竹の塚一丁目３４番１３号第１３５新井ビル１Ｆ 0
91 一般診療所 堀内医院 足立区竹の塚一丁目７番９号 0
92 一般診療所 医療法人社団　三奉会　井上クリニック 足立区竹の塚五丁目１１番８号 18
93 一般診療所 医療法人社団　雙信会　井上てるクリニック 足立区竹の塚五丁目７番１０号森屋ビル２０２号 0
94 一般診療所 竹ノ塚医院 足立区竹の塚三丁目５番１２号 0
95 一般診療所 武内クリニック 足立区竹の塚二丁目２６番８号メリーコート竹の塚第二１０５号室 0
96 一般診療所 中山内科クリニック 足立区竹の塚六丁目１２番５号第２森屋ビル１階 0
97 一般診療所 医療法人社団　成仁医院 足立区中川四丁目２９番１２号 0
98 一般診療所 山一ビル内科クリニック 足立区島根三丁目８番１号山一ビル島根Ⅱ１階 0
99 一般診療所 医療法人社団　あすは会　東伊興クリニック 足立区東伊興三丁目２１番３号 0
100 一般診療所 医療法人社団　容生会　ようせいクリニック 足立区東保木間二丁目１番１号 19
101 一般診療所 医療法人財団　健和会　蒲原診療所 足立区東和三丁目４番１５号１階 0
102 一般診療所 医療法人財団　ひこばえ会　セツルメント診療所 足立区東和四丁目２０番７号 19
103 一般診療所 医療法人社団　恭美会　西川クリニック 足立区東和二丁目１６番３号 0
104 一般診療所 医療法人社団　容生会　増田クリニック 足立区南花畑五丁目１７番１号 0
105 一般診療所 医療法人　宏愛会　宏愛クリニック 足立区南花畑三丁目３５番１０号 0
106 一般診療所 南花畑クリニック 足立区南花畑二丁目１３番１７号１０３号室 0
107 一般診療所 八光医院 足立区南花畑二丁目４９番１号 0
108 一般診療所 北足立生協診療所 足立区入谷三丁目１番５号 0
109 一般診療所 医療法人社団　福寿会　福岡クリニック 足立区梅田七丁目１８番１１号 0
110 一般診療所 医療法人社団　福寿会　梅田診療所 足立区梅田八丁目１２番１０号 18
111 一般診療所 梅島うきクリニック 足立区梅島一丁目６番３号エスペランサ梅島２階 0
112 一般診療所 ほつかクリニック 足立区保塚町１８番１５号 0
113 一般診療所 ほつかこどもクリニック 足立区保塚町８番１６号２階 0
114 一般診療所 医療法人社団　昭生会　井上医院 足立区保木間一丁目３１番１０号 19
115 一般診療所 医療法人社団　容生会　ほきまクリニック 足立区保木間一丁目３７番２０号 0
116 一般診療所 医療法人社団　星風会　あだちホームケアクリニック 足立区保木間五丁目１６番１２号１階 0
117 一般診療所 医療法人社団　苑田会　苑田会放射線クリニック 足立区保木間三丁目４番１９号 0
118 一般診療所 医療法人社団　三清会　足立本木腎クリニック 足立区本木西町１８番１６号 19
119 一般診療所 長﨑診療所 足立区本木二丁目７番５号 0
120 一般診療所 中山内科医院 足立区六町三丁目４番３６号 0
121 一般診療所 医療法人社団　さくら　六町駅歯科クリニック 足立区六町四丁目２番２７号六町佐藤ビル２階 0
122 一般診療所 医療法人社団　ききょう会　花畑クリニック 足立区六町四丁目４番３号マドカ駅前ビル２階 0
123 一般診療所 医療法人社団　久光会　久光クリニック 足立区六町二丁目６番２４号 0
124 一般診療所 医療法人社団　宏心会　六ッ木診療所 足立区六木一丁目４番１４号 0
125 一般診療所 浅草ハートクリニック 台東区花川戸一丁目１３番１５号ＳＣＲビル１階 0
126 一般診療所 東京保健生活協同組合　橋場診療所 台東区橋場二丁目２番５号２階３階 0
127 一般診療所 医療法人社団　輝生会　たいとう診療所 台東区元浅草一丁目６番１７号ＮＩＣ上野ビル 8
128 一般診療所 医療法人社団　まこと会　服部医院 台東区元浅草三丁目４番７号 0
129 一般診療所 医療法人社団　光峰会　おのだ医院 台東区今戸一丁目３番１３号さくらコーポ２０１ 0
130 一般診療所 医療法人社団　浩佳会　かとう医院 台東区根岸三丁目１２番１４号１階 0
131 一般診療所 東京保健生活協同組合　蔵前協立診療所 台東区三筋二丁目１３番３号 0
132 一般診療所 医療法人社団　博腎会　野中医院 台東区寿一丁目１０番２０号 8
133 一般診療所 医療法人社団　正徳会　滝口外科胃腸科整形外科 台東区寿三丁目２番７号 19
134 一般診療所 医療法人社団　心清会　浅草ファミリークリニック 台東区寿二丁目１０番１１号ＭＳ田原町ビル３階 0
135 一般診療所 医療法人社団　雪風会　ふじ内科 台東区小島二丁目１８番１５号御徒町オオツカビル２階 0
136 一般診療所 三倉クリニック 台東区上野一丁目１６番１６号第２三倉ビル 0
137 一般診療所 医療法人社団　廣和会　藤本クリニック 台東区上野桜木一丁目１０番２２号中銀上野パークマンシオン１階 0
138 一般診療所 山田英明下町クリニック 台東区西浅草三丁目１６番６号岩岡ビル１階 0
139 一般診療所 医療法人社団　関戸クリニック 台東区西浅草二丁目１４番３号関戸ビル２階 0
140 一般診療所 塩川内科医院 台東区千束一丁目４番１１号 0
141 一般診療所 医療法人社団　梅澤会　梅澤医院 台東区千束二丁目２０番２号 0
142 一般診療所 医療法人社団　良月会　堀内科クリニック 台東区浅草橋一丁目２４番３号杉木立ビル３階 0
143 一般診療所 聖愛クリニック 台東区浅草五丁目６３番１０号水源ビル１階 0
144 一般診療所 医療法人社団　廣和会　浅草二天門クリニック 台東区浅草二丁目３４番７号グレイプス浅草２階 0
145 一般診療所 医療法人社団　菊嶋クリニック 台東区蔵前三丁目１３番１３号ＮＲビル３階 0
146 一般診療所 医療法人社団　協和医会　協和医院 台東区台東四丁目８番５号Ｔ＆Ｔ御徒町ビル４階 0
147 一般診療所 医療法人社団　菊和会　谷中クリニック 台東区谷中三丁目１３番１０号巷岡ビル１階 0
148 一般診療所 医療法人社団　椿診療所 台東区日本堤一丁目６番１１号 0
149 一般診療所 医療法人社団　トータルライフ医療会　東京トータルライフクリニック台東区雷門二丁目６番３号ユニカ雷門ビル２階 0
150 一般診療所 東京保健生活協同組合　竜泉協立診療所 台東区竜泉三丁目１番２号 0
151 一般診療所 あやめ診療所 台東区竜泉三丁目３２番３号 0
152 一般診療所 医療法人社団　一順会　田村胃腸科外科 台東区竜泉三丁目４２番１１号 0
153 一般診療所 医療法人社団　銀座仁医会　吉川医院 中央区銀座一丁目９番１７号 0
154 一般診療所 医療法人社団　医成会　銀座さわだ内科クリニック 中央区銀座五丁目９番１５号銀座清月堂ビル４階 0
155 一般診療所 木挽町医院 中央区銀座四丁目１１番４号木挽町ビル１階２階３階４階５階 19
156 一般診療所 銀座在宅醫院 中央区銀座七丁目１１番６号ＧＩＮＺＡＩＳＯＮＯビル５階 0
157 一般診療所 医療法人社団　ブレイン・ヘルス　銀座内科・神経内科クリニック 中央区銀座六丁目１２番１０号銀座龍岡ビル２階 0
158 一般診療所 医療法人社団　惟心会　りんかい月島クリニック 中央区月島一丁目１３番６号ウェルネス月島２・３階 0
159 一般診療所 医療法人社団　恵杏会　河内クリニック 中央区月島一丁目１４番１３号月島ホームズ１０２号 0
160 一般診療所 善利医院 中央区月島三丁目１３番４号善利ビル２階 0
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161 一般診療所 みなとホームケアクリニック 中央区月島三丁目２４番５号月島ＮＲビル４０１号室 0
162 一般診療所 月島クリニック 中央区月島四丁目１６番７号秀和第２月島レジデンス１０６ 0
163 一般診療所 医療法人社団　豊文会　月島医院 中央区月島四丁目４番１号グリーンコーポ月島１０６号室 0
164 一般診療所 医療法人社団　志鈴会　鈴木クリニック 中央区月島四丁目５番１２号 0
165 一般診療所 医療法人社団　慶仁舎　月島タワークリニック 中央区月島二丁目１０番２号ムーンアイランドタワー２階２０２ 0
166 一般診療所 医療法人社団　慈安会　勝どき駅前内科皮ふ科クリニック 中央区勝どき三丁目５番５号ＡＩＰ勝どき駅前ビル３階 0
167 一般診療所 医療法人社団　健杏会　杉野内科クリニック 中央区勝どき二丁目９番１２号ＨＢビル勝どき３階 0
168 一般診療所 医療法人社団　リゾーム慶和会　ザ東京タワーズクリニック 中央区勝どき六丁目３番２号１０２号 0
169 一般診療所 医療法人社団　恒雅会　吉井医院 中央区新富一丁目５番１４号 0
170 一般診療所 医療法人社団　幸心会　ケンクリニック 中央区新富二丁目１１番４号 0
171 一般診療所 新富げんかクリニック 中央区新富二丁目１４番５号不二窯業株式会社２階、３階 0
172 一般診療所 晴海クリニック 中央区晴海一丁目６番５号晴海アイランドトリトンスクエアビュープラザ第６号棟第２０３号室0
173 一般診療所 たけぶちファミリークリニック 中央区晴海二丁目５番２４号晴海センタービル１階 0
174 一般診療所 前田医院 中央区築地一丁目３番６号 0
175 一般診療所 医療法人社団　平郁会　日本橋かきがら町クリニック 中央区日本橋蛎殻町一丁目１０番４号宮田ビル２階 0
176 一般診療所 医療法人社団　菫青会　茅場町いとう医院 中央区日本橋茅場町一丁目１３番１５号新居ビル３階 0
177 一般診療所 セントラルクリニック 中央区日本橋茅場町二丁目７番９号コニーセントラルビル２階 0
178 一般診療所 医療法人社団　小池医院 中央区日本橋室町一丁目１２番９号 0
179 一般診療所 医療法人社団　　盟会　津布久医院 中央区日本橋小網町３番１２号１階２階 0
180 一般診療所 医療法人社団　玉寄クリニック 中央区日本橋人形町一丁目１２番１１号リガーレ日本橋人形町１０５号室 0
181 一般診療所 医療法人社団　謙昭会　村田内科クリニック 中央区日本橋人形町一丁目５番８号１階３階 0
182 一般診療所 医療法人社団　松洲会　鈴木医院 中央区日本橋大伝馬町３番１１号 0
183 一般診療所 八重洲クリニック 中央区日本橋二丁目１番１０号柳屋ビルディング２階 0
184 一般診療所 ＡＩＣ八重洲クリニック 中央区日本橋二丁目１番１８号 0
185 一般診療所 東京保健生活協同組合　鉄砲洲診療所 中央区入船一丁目５番４号 0
186 一般診療所 医療法人社団　三和会　中央診療所 中央区八丁堀三丁目１８番１０号 0
187 一般診療所 ミチワクリニック 中央区八丁堀三丁目１９番９号トーエイ八丁堀ビル５階 0
188 一般診療所 医療法人社団　八丁堀医院 中央区八丁堀二丁目２０番８号八丁堀綜通ビル９０１号 0
189 一般診療所 豊海診療所 中央区豊海町２番２号１１３ 0
190 一般診療所 竹見クリニック 中央区明石町１１番１５号ミキジ明石町ビル３階 0
191 一般診療所 中央みなとクリニック 中央区明石町８番１号聖路加ガーデン２階 0
192 一般診療所 医療法人社団　一専会　神楽坂ホームケアクリニック 文京区関口一丁目１３番１４号向井ビル２階、３階 0
193 一般診療所 江戸川橋さくらクリニック 文京区関口一丁目１番６号新星ビル４階 0
194 一般診療所 医療法人社団　翔貴会　須田整形外科クリニック 文京区後楽二丁目２３番１５号 0
195 一般診療所 医療法人社団　同済会　えみクリニック東大前 文京区向丘二丁目２番６号エスト本郷１階 0
196 一般診療所 猪狩医院 文京区根津一丁目１６番８号中村ビル２階 0
197 一般診療所 医療法人社団　杏生会　文京根津クリニック 文京区根津一丁目１番１８号パライソ和田ビル３階 0
198 一般診療所 東京保健生活協同組合　根津診療所 文京区根津一丁目２７番３号 0
199 一般診療所 医療法人社団　健康会　谷根千クリニック 文京区根津二丁目３３番１４号ヴィラージュ藍染１階 0
200 一般診療所 医療法人社団　芳明会　小石川医院 文京区春日二丁目１０番１８号ランダム小石川Ａ－１０１号 0
201 一般診療所 東京保健生活協同組合　セツルメント菊坂診療所 文京区小石川一丁目２４番３号１階から３階 0
202 一般診療所 中村クリニック 文京区小石川三丁目２７番６号 0
203 一般診療所 医療法人社団　弘寿会　小石川ホームクリニック 文京区小石川四丁目２０番１号イトークリエイト小石川ビル３階 0
204 一般診療所 後楽園駅前診療所 文京区小石川二丁目６番５号小石川二丁目ビル１階 0
205 一般診療所 石原医院 文京区小日向一丁目６番６号 0
206 一般診療所 医療法人社団　ＴＫＧ会　小日向台町クリニック 文京区小日向三丁目７番４号メゾンたかむら２０２号室 0
207 一般診療所 寺田医院 文京区西片一丁目２番３号１０１号 0
208 一般診療所 大橋内科クリニック 文京区西片二丁目１５番１１号 0
209 一般診療所 医療法人社団　静朗会　千葉医院 文京区千石一丁目６番１６号ライズヒル千石１０１号室 0
210 一般診療所 祐ホームクリニック 文京区千石四丁目２５番５号ＫＳＴビル３階 0
211 一般診療所 医療法人社団　光永会　光永クリニック 文京区千石四丁目４番１号 0
212 一般診療所 医療法人社団　杉交会　杉山クリニック 文京区千石二丁目１３番１３号１階 0
213 一般診療所 吉行医院 文京区千駄木二丁目３４番１０号 0
214 一般診療所 友成第二医院 文京区大塚五丁目４０番１８号 0
215 一般診療所 医療法人社団　創知会　メモリークリニックお茶の水 文京区湯島一丁目５番３４号お茶の水医学会館２階、３階、４階 0
216 一般診療所 東京在宅ケアクリニック 文京区湯島一丁目５番３４号お茶の水医学会館５階 0
217 一般診療所 医療法人社団　龍岡会　大森内科医院 文京区湯島四丁目９番８号 0
218 一般診療所 医療法人社団　一灯会　八千代診療所 文京区白山一丁目５番８号 0
219 一般診療所 医療法人社団　東栄会　御園医院 文京区白山五丁目１７番３４号 0
220 一般診療所 高橋神経内科クリニック 文京区白山二丁目３０番２号 0
221 一般診療所 医療法人社団　大地の会　本郷ファミリークリニック 文京区本郷一丁目３３番８号ハウス本郷ビル６階 0
222 一般診療所 コーラルクリニック 文京区本郷四丁目１番７号近江屋第二ビル３階３０１号室 0
223 一般診療所 本郷内科クリニック 文京区本郷四丁目２４番７号クレヴィア本郷１０３ 0
224 一般診療所 東京保健生活協同組合　本郷診療所 文京区本駒込一丁目１番１５号１階 0
225 一般診療所 医療法人社団　靜美会　駒込かせだクリニック 文京区本駒込四丁目１９番１６号タウンハイム本駒込１階 0
226 一般診療所 動坂クリニック 文京区本駒込四丁目４２番４号ますやビル１階 0
227 一般診療所 谷口医院 文京区本駒込二丁目８番１１号 0
228 一般診療所 医療法人社団　藤翔会　加藤内科胃腸科クリニック 文京区本駒込六丁目１番２１号コロナ社第３ビル１階 0
229 一般診療所 医療法人社団　すずき医院 文京区目白台一丁目２３番７号グリーンヒルズ目白台１０１ 0
230 一般診療所 向井内科クリニック 文京区目白台三丁目１６番１２号 0
231 一般診療所 高津クリニック 港区元麻布一丁目３番３号元麻布ヒルズフォレストテラスウエスト地下１階 0
232 一般診療所 高輪内科クリニック 港区高輪一丁目１６番４号 0
233 一般診療所 村上クリニック 港区高輪三丁目２１番１９号 0
234 一般診療所 ぼだい樹クリニック 港区芝一丁目１５番１３号オフィスニューガイア浜松町Ｎｏ．１７６階 0
235 一般診療所 医療法人財団　Ｃｈｉｒｏｎ　芝浦アイランド内科クリニック 港区芝浦四丁目２０番４号芝浦アイランドブルームホームズ２階 0
236 一般診療所 医療法人社団　美加未会　芝浦ホームクリニック 港区芝浦四丁目９番１８号グランドパレス田町６１３号室 0
237 一般診療所 きつかわクリニック 港区芝五丁目３１番１６号ＹＣＣビル４階、５階 0
238 一般診療所 医療法人社団　勝優会　たまち徳栄ビルクリニック 港区芝五丁目３３番７号徳栄ビルＢ１階 0
239 一般診療所 みなと芝クリニック 港区芝二丁目１２番１号桑山ビル２階 0
240 一般診療所 医療法人社団　三育会　東京がんサポーティブケアクリニック 港区新橋一丁目１６番８号第三西欧ビル５階 0
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241 一般診療所 医療法人社団　神州　日比谷公園健診クリニック 港区新橋一丁目１８番１号航空会館４階 0
242 一般診療所 医療法人社団　悠翔会　悠翔会在宅クリニック新橋 港区新橋五丁目１４番１０号新橋スクエアビル７階 0
243 一般診療所 医療法人財団　南葛勤医協　芝診療所 港区新橋六丁目１９番２１号 11
244 一般診療所 医療法人社団　清陽会　新橋内視鏡クリニック 港区西新橋一丁目１７番８号須田ビル１階 0
245 一般診療所 医療法人社団　光輝会　麻布光輝クリニック 港区西麻布三丁目３番２号メディケア３３２－１階地下１階地下２階 0
246 一般診療所 医療法人社団　礼恵会　むすび葉ゆうクリニック 港区西麻布四丁目１８番２５号ヨシノハウス１０２ 0
247 一般診療所 岡部医院 港区西麻布二丁目２４番１２号 0
248 一般診療所 赤坂慶友クリニック 港区赤坂九丁目６番３０号ルイマーブル乃木坂１階１０９号室 0
249 一般診療所 医療法人社団　大星会　大星クリニック 港区赤坂二丁目９番１１号オリックス赤坂２丁目ビル地下１階 0
250 一般診療所 南青山ホームクリニック 港区赤坂八丁目６番１３号新坂マンション４０４ 0
251 一般診療所 汐留ガーデンクリニック 港区東新橋一丁目８番２号カレッタ汐留地下１階Ｂ３７ 0
252 一般診療所 にじいろファミリークリニック 港区南青山一丁目２３番１４号グリーン南青山１階 0
253 一般診療所 南青山往診クリニック 港区南青山五丁目１１番１４号Ｈ＆Ｍ南青山Ｅ３０３号室 0
254 一般診療所 医療法人社団　清洋会　八木クリニック 港区南青山五丁目４番３５号たつむら青山マンション６０６号 0
255 一般診療所 南青山内科クリニック 港区南青山七丁目８番８号南青山ロイアルハイツ１階 0
256 一般診療所 平岡医院 港区南青山二丁目１４番２１号 0
257 一般診療所 医療法人社団　松柏会　藤田クリニック 港区南青山二丁目２２番１９号三和青山ビル８階 0
258 一般診療所 外苑前メディカルクリニック 港区南青山二丁目２４番１０号ヒロビル１階 0
259 一般診療所 広尾かなもりクリニック 港区南麻布五丁目１０番２４号第２佐野ビル４階４０１ 0
260 一般診療所 やくも診療所 港区南麻布四丁目１３番７号南麻布アコルトビル４階 0
261 一般診療所 医療法人社団　相心会　ワイズクリニック 港区南麻布四丁目１３番７号南麻布アコルトビル５階 0
262 一般診療所 医療法人社団　研友会　都ホテル東京メディカルクリニック 港区白金台一丁目１番５０号都ホテル東京地下１階 0
263 一般診療所 医療法人社団　キュアライフ　東京ホームドクターズクリニック 港区白金台五丁目１３番１６号寺尾ビル１階 0
264 一般診療所 白金台ファミリークリニック 港区白金台三丁目１８番１号八百吉ビル２階 0
265 一般診療所 白金台おがわクリニック 港区白金台三丁目８番３号 0
266 一般診療所 はな医院 港区白金台二丁目２３番２号白金台フラッツＢ１０１ 0
267 一般診療所 アットホーム表参道クリニック 港区北青山三丁目５番６号青朋ビル別館１階 0
268 一般診療所 たくま内科・神経内科クリニック 港区麻布十番一丁目７番１号ＭＧＢ麻布十番ビル４階 0
269 一般診療所 馬場クリニック 港区麻布十番二丁目１３番２号クマイビル２階 0
270 一般診療所 祐ホームクリニック麻布台 港区麻布台三丁目４番１８号クリーデンス麻布台１０１ 0
271 一般診療所 六本木内科．心療内科クリニック 港区六本木七丁目１４番８号アーツショップビルディング６階 0
272 一般診療所 医療法人社団　正誠会　林医院 千代田区外神田三丁目７番１号 0
273 一般診療所 医療法人社団　慈鴻会　麹町内科 千代田区麹町二丁目２番地３１麹町サンライズビル２０１ 0
274 一般診療所 医療法人社団　有洸会　三番町クリニック 千代田区三番町３０番地８第２生光ビル６０５号 0
275 一般診療所 ふたばクリニック 千代田区四番町４番地２２四番町ビル１０１号室 0
276 一般診療所 医療法人社団　遠藤クリニック 千代田区神田錦町一丁目８番地１階 0
277 一般診療所 ライフ千代田クリニック 千代田区神田錦町三丁目１６番地香村ビル５階 0
278 一般診療所 医療法人社団　互酬会　水道橋東口クリニック 千代田区神田三崎町一丁目３番１２号水道橋ビル９階 0
279 一般診療所 加賀医院 千代田区神田神保町一丁目３５番地 0
280 一般診療所 医療法人社団　亮友会　大塩医院 千代田区神田淡路町二丁目６番地２１階２階 0
281 一般診療所 医療法人社団　和平会　坪井医院 千代田区神田和泉町１番地ファベルハウス２階 0
282 一般診療所 神田医院 千代田区鍛冶町一丁目８番６号神田ＫＳビル２階 0
283 一般診療所 医療法人社団　響　中澤プレスセンタークリニック 千代田区内幸町二丁目２番１号日本プレスセンタービル地下１階 0
284 一般診療所 中田クリニック 千代田区内幸町二丁目２番１号日本プレスセンタービル地下１階 0
285 一般診療所 貝坂クリニック 千代田区平河町一丁目４番１２号平河町センタービル１０階３号 0
286 一般診療所 医療法人社団　聡叡会　あすかクリニック紀尾井町 千代田区平河町二丁目５番５号１階 0
287 一般診療所 ヒガノクリニック 足立区綾瀬三丁目２１番１５号 0
288 一般診療所 双泉会クリニックあだち 足立区綾瀬三丁目２４番２号セレーノ綾瀬１０２号室 0
289 一般診療所 医療法人社団　渋美会　城東在宅医療クリニック 足立区綾瀬四丁目７番１０号柏芳ビル弐号館２階 0


