
法人名 フリガナ 郵便番号 所在地 ビル名 電話番号 診療科 医科/歯科
ふくしま内科こどもクリニック ﾌｸｼﾏﾅｲｶｺﾄﾞﾓｸﾘﾆｯｸ 152-0023 東京都目黒区八雲１－４－１７　 クレスト２１ 03-5731-2201内科 小児科 神経内科 医科

医療法人社団仁厚会　 安田診療所 ﾔｽﾀﾞｼﾝﾘｮｳｼﾞｮ 153-0053 東京都目黒区五本木２－８－２ 03-3712-1444産婦人科 耳鼻咽喉科歯科 医科
小島耳鼻咽喉科クリニック ｺｼﾞﾏｼﾞﾋﾞｲﾝｺｳｶｸﾘﾆｯｸ 153-0052 東京都目黒区祐天寺２－３－９ 03-3712-5555耳鼻咽喉科気管食道科 医科
大沢歯科医院 ｵｵｻﾜｼｶｲｲﾝ 152-0023 東京都目黒区八雲１－３－１７ 03-3718-1651歯科 歯科
小林歯科医院 ｺﾊﾞﾔｼｼｶｲｲﾝ 152-0023 東京都目黒区八雲１－４－１８　 グレース丸仙ビル２Ｆ 03-3724-2335歯科 歯科
笠井耳鼻咽喉科クリニック ｶｻｲｼﾞﾋﾞｲﾝｺｳｶｸﾘﾆｯｸ 152-0035 東京都目黒区自由が丘１－２９－１４　 Ｊ－フロントビル３Ｆ 03-5729-4187耳鼻咽喉科 医科
阿部医院 ｱﾍﾞｲｲﾝ 152-0032 東京都目黒区平町２－５－７ 03-3717-2288内科 小児科 医科
まさき耳鼻咽喉科 ﾏｻｷｼﾞﾋﾞｲﾝｺｳｶ 152-0004 東京都目黒区鷹番３－７－８ 03-5724-8733耳鼻咽喉科 医科
中目黒レディースクリニック ﾅｶﾒｸﾞﾛﾚﾃﾞｨｰｽｸﾘﾆｯｸ 153-0051 東京都目黒区上目黒１－１６－８　 クリスタルビル 03-3760-4664産婦人科 医科
小山内科消化器科クリニック ｺﾔﾏﾅｲｶｼｮｳｶｷｶｸﾘﾆｯｸ 153-0051 東京都目黒区上目黒３－２－２　 フジビル２Ｆ 03-5725-5570内科 消化器科 泌尿器科 医科
医療法人社団映光会　中目黒眼科 ﾅｶﾒｸﾞﾛｶﾞﾝｶ 153-0051 東京都目黒区上目黒３－７－７ 03-3793-0850眼科 医科
医療法人社団　加藤内科クリニック ｶﾄｳﾅｲｶｸﾘﾆｯｸ 153-0051 東京都目黒区上目黒３－１－１４－２０２ 03-3792-8710内科 循環器科 医科
おがわ歯科医院 ｵｶﾞﾜｼｶｲｲﾝ 152-0002 東京都目黒区目黒本町４－７－１１ 03-3712-5696歯科 歯科
義典デンタルオフィス ﾖｼﾉﾘﾃﾞﾝﾀﾙｵﾌｨｽ 153-0063 東京都目黒区目黒１－４－６　 弥生ビル４Ｆ 03-5496-4696歯科 歯科

医療法人社団慶仁会　 スガノ歯科クリニック ｽｶﾞﾉｼｶｸﾘﾆｯｸ 153-0063 東京都目黒区目黒４－１１－７　 スダビル１Ｆ 03-3715-1884歯科 歯科
にっとのクリニック ﾆｯﾄﾉｸﾘﾆｯｸ 152-0011 東京都目黒区原町２－１－２４ 03-5704-4092眼科 小児科 内科 アレルギー科 医科

医療法人社団糖祐会　 ゆうてんじ内科　 ﾕｳﾃﾝｼﾞﾅｲｶ 153-0053 東京都目黒区五本木１－１３－１２　 ルミックス祐天寺１Ｆ 03-5724-5222内科 呼吸器科 循環器科 医科
板津医院 ｲﾀﾂﾞｲｲﾝ 153-0043 東京都目黒区東山３－１２－１　 コジマビル２Ｆ 03-5768-0808内科 医科
篠原医院 ｼﾉﾊﾗｲｲﾝ 152-0032 東京都目黒区平町１－２５－２２ 03-3717-6776内科 小児科 医科
鐘ヶ江歯科医院 ｶﾈｶﾞｴｼｶｲｲﾝ 152-0002 東京都目黒区目黒本町５－１６－１２ 03-3712-1007歯科 歯科
柿の木坂クリニック ｶｷﾉｷｻﾞｶｸﾘﾆｯｸ 152-0022 東京都目黒区柿の木坂２－８－１４ 03-5726-3422内科 小児科 心療内科 医科
中山医院 ﾅｶﾔﾏｲｲﾝ 152-0023 東京都目黒区八雲１－１１－２１ 03-3723-0768内科 小児科 放射線科 医科
風間歯科医院 ｶｻﾞﾏｼｶｲｲﾝ 153-0052 東京都目黒区祐天寺２－７－２４ 03-3715-0648歯科 歯科
吉田整形外科医院 ﾖｼﾀﾞｾｲｹｲｹﾞｶｲｲﾝ 153-0051 東京都目黒区上目黒３－１１－５ 03-3792-2222整形外科 医科
松井内科クリニック ﾏﾂｲﾅｲｶｸﾘﾆｯｸ 153-0051 東京都目黒区上目黒２－９－２４ 03-3715-6552内科 神経内科 循環器科 小児科 医科

医療法人社団岩畔会　 学芸大駅前クリニック ｶﾞｸｹﾞｲﾀﾞｲｴｷﾏｴｸﾘﾆｯｸ 152-0004 東京都目黒区鷹番２－２０－１０　 学大８０ビル３Ｆ 03-3793-8170内科 消化器科 循環器科 小児科 医科
中目黒四家クリニック ﾅｶﾒｸﾞﾛｼｹｸﾘﾆｯｸ 153-0051 東京都目黒区上目黒１－１８－４　 セルジェビル３０１ 03-3711-4805内科 医科
松井診療所 ﾏﾂｲｼﾝﾘｮｳｼﾞｮ 152-0002 東京都目黒区目黒本町４－２－２０ 03-3716-4895内科 小児科 放射線科 医科

社会福祉法人清徳会　 特別養護老人ホーム清徳苑　　 ｾｲﾄｸｴﾝ 152-0002 東京都目黒区目黒本町４－２－１ 03-3794-5577老人ホーム内科 放射線科 医科
こんどう医院 ｺﾝﾄﾞｳｲｲﾝ 152-0002 東京都目黒区目黒本町５－２７－１７　 日神パレス武蔵小山１Ｆ 03-5768-7317内科 消化器科 外科 肛門科 医科
新井ヒフ科クリニック ｱﾗｲﾋﾌｶｸﾘﾆｯｸ 152-0032 東京都目黒区平町１－２７－５　 フレール２Ｆ 03-3723-2467皮膚科 医科
ソアレメディカルクリニック ｿｱﾚﾒﾃﾞｨｶﾙｸﾘﾆｯｸ 152-0032 東京都目黒区平町１－２６－３　 スミール都立大２０１ 03-6909-2761内科 消化器科 心療内科 医科

医療法人社団徹心会　 徹歯科クリニック ﾄｵﾙｼｶｸﾘﾆｯｸ 152-0023 東京都目黒区八雲１－３－４　 ポケットプラザ２Ｆ 03-3718-0668歯科 歯科
医療法人社団法山会　山下診療所　 ﾔﾏｼﾀｼﾝﾘｮｳｼﾞｮ 152-0035 東京都目黒区自由が丘１－３０－３　 東急ビル７Ｆ 03-3724-3811歯科 口腔外科 矯正科 小児歯科 内科 歯科/医科
すけがわクリニック ｽｹｶﾞﾜｸﾘﾆｯｸ 153-0064 東京都目黒区下目黒３－１３－８ 03-3760-8642内科 小児科 循環器科 医科
友成クリニック ﾄﾓﾅﾘｸﾘﾆｯｸ 153-0063 東京都目黒区目黒４－１０－１０ 03-3715-1181内科 医科
医療法人社団　田口医院 ﾀｸﾞﾁｲｲﾝ 152-0003 東京都目黒区碑文谷６－７－４－１０１ 03-3714-0188小児科 内科 医科
平田産婦人科・内科医院 ﾋﾗﾀｻﾝﾌｼﾞﾝｶﾅｲｶｲｲﾝ 152-0032 東京都目黒区平町１－２６－２０ 03-3717-7256産婦人科 内科 医科
穴澤眼科 ｱﾅｻﾜｲｲﾝ 152-0004 東京都目黒区鷹番３－１２－３ 03-3712-7441眼科 医科
飯田歯科医院 ｲｲﾀﾞｼｶｲｲﾝ 153-0063 東京都目黒区目黒３－９－３ 03-3793-3099歯科 歯科
よこや歯科 ﾖｺﾔｼｶ 153-0061 東京都目黒区中目黒１－１１－１２　 手塚ビル２Ｆ 03-3712-6480歯科 歯科
木暮医院 ｺｸﾞﾚｲｲﾝ 152-0003 東京都目黒区碑文谷４－１８－１１－２Ｆ 03-3715-5903精神科 心療内科 医科
田村歯科医院 ﾀﾑﾗｼｶｲｲﾝ 152-0023 東京都目黒区八雲１－５－５ プレイス八雲１Ｆ 03-5726-3718歯科 矯正 小児歯科 歯科
森医院 ﾓﾘｲｲﾝ 152-0035 東京都目黒区自由が丘２－２２－３ 03-3718-0011総合内科 消化器科 皮膚科 外科 医科
森田レディスクリニック ﾓﾘﾀﾚﾃﾞｨｽｸﾘﾆｯｸ 153-0061 東京都目黒区中目黒１－１－１８－２Ｆ 03-3760-0256産婦人科 医科
学芸大学ファミリークリニック ｶﾞｸｹﾞｲﾀﾞｲｶﾞｸﾌｧﾐﾘｰｸﾘﾆｯｸ 152-0004 東京都目黒区鷹番３－１５－２３　 アヴァンＧＡＫＵＧＥＩビル２Ｆ 03-5768-3930内科 小児科 皮膚科 アレルギー科心療内科 医科
西條クリニック鷹番 ｻｲｼﾞｮｳｸﾘﾆｯｸﾀｶﾊﾞﾝ 152-0004 東京都目黒区鷹番３－１６－９ 03-5704-6771内科 透析 皮膚科 ペインクリニック 医科
花谷クリニック ﾊﾅﾀﾆｸﾘﾆｯｸ 153-0064 東京都目黒区下目黒２－１８－３－２０２ 03-5759-6970胃腸科 外科 内科 医科
下目黒歯科内科 ｼﾓﾒｸﾞﾛｼｶﾅｲｶ 153-0065 東京都目黒区中町１－６－１３ 03-3760-8877内科 小児科 歯科 医科
村上医院　循環器科・内科 ﾑﾗｶﾐｲｲﾝｼﾞｭﾝｶﾝｷｶﾅｲｶ 152-0003 東京都目黒区碑文谷１－４－７ 03-3712-6885内科 小児科 循環器科 医科
医療法人社団　八木クリニック ﾔｷﾞｸﾘﾆｯｸ 152-0035 東京都目黒区自由が丘２－１６－２６ 03-3717-2283内科 婦人科 小児科 医科

医療法人社団香潤会　 かおりレディースクリニック ｶｵﾘﾚﾃﾞｨｰｽｸﾘﾆｯｸ 152-0004 東京都目黒区鷹番３－１１－８　 コート鷹番２Ｆ 03-5704-2856産婦人科 医科
医療法人社団イートス会　 洗足整形・形成外科 ｾﾝｿﾞｸｾｲｹｲｹｲｾｲｹﾞｶ 152-0012 東京都目黒区洗足２－７－１５－２０２ 03-5704-7733整形外科 形成外科 医科
医療法人社団桂香会　 中目黒メンタルクリニック ﾅｶﾒｸﾞﾛﾒﾝﾀﾙｸﾘﾆｯｸ 153-0051 東京都目黒区上目黒３－２－２－８Ｆ 03-5768-2688精神科 医科

田中レディスライフクリニック ﾀﾅｶﾚﾃﾞｨｽﾗｲﾌｸﾘﾆｯｸ 153-0063 東京都目黒区目黒３－１０－２ 03-3793-1997産婦人科 医科
クレオ矯正歯科クリニック ｸﾚｵｷｮｳｾｲｼｶｸﾘﾆｯｸ 152-0035 東京都目黒区自由が丘１－７－１３　 クレオビル５０２号 03-3718-8868矯正歯科 歯科
国際デンタルクリニック駒沢 ｺｸｻｲﾃﾞﾝﾀﾙｸﾘﾆｯｸｺﾏｻﾞﾜ 152-0021 東京都目黒区東が丘２－１２－２４ 03-3418-0242歯科 歯科
月本眼科 ﾂｷﾓﾄｶﾞﾝｶ 152-0004 東京都目黒区鷹番３－５－５ 03-3710-3181眼科 医科
吉永醫院 ﾖｼﾅｶﾞｲｲﾝ 152-0004 東京都目黒区鷹番２－１８－１３ 03-3719-7222整形外科 内科 リウマチ科リハビリ科西洋医学 デイケア 医科
三浦整形外科 ﾐｳﾗｾｲｹｲｹﾞｶ 152-0004 東京都目黒区鷹番１－１４－６ 03-3716-6285整形外科 リハビリ科放射線科 医科
中山耳鼻咽喉科医院 ﾅｶﾔﾏｼﾞﾋﾞｲﾝｺｳｶｲｲﾝ 152-0022 東京都目黒区柿の木坂３－９－１４ 03-3422-2243耳鼻咽喉科 医科
清田歯科医院 ｷﾖﾀｼｶｲｲﾝ 152-0023 東京都目黒区八雲１－１１－１５ 03-3717-8070歯科 歯科
医療法人社団菫会　目黒病院 ﾒｸﾞﾛﾋﾞｮｳｲﾝ 152-0001 東京都目黒区中央町２－１２－６ 03-3711-5641内科 外科 整形外科 リハビリ科消化器科 呼吸器科 医科

医療法人社団髙原会　 はらまち髙田整形外科内科医院 ﾀｶﾀﾞｾｲｹｲｹﾞｶﾅｲｶｲｲﾝ 152-0011 東京都目黒区原町１－１１－７ 03-3590-5519整形外科 内科 リウマチ科リハビリ科 医科
駒沢ケイクリニック ｺﾏｻﾞﾜｹｲｸﾘﾆｯｸ 152-0021 東京都目黒区東が丘２－１３－８ 03-5712-5581精神科 心療内科 医科

医療法人社団ユニコーン会　 中目黒整形外科クリニック ﾅｶﾒｸﾞﾛｾｲｹｲｹﾞｶｸﾘﾆｯｸ 153-0043 東京都目黒区東山１－４－４　 目黒東山ビル２Ｆ 03-3710-2031整形外科 リハビリ科 医科
河井クリニック ｶﾜｲｸﾘﾆｯｸ 152-0031 東京都目黒区中根１－３－９　 森戸ビル２Ｆ 03-5701-6688内科 胃腸科 皮膚科 医科
楢林神経内科クリニック ﾅﾗﾊﾞﾔｼｼﾝｹｲﾅｲｶｸﾘﾆｯｸ 153-0061 東京都目黒区中目黒５－１２－１０ 03-3712-0693神経内科 在宅 医科
桜井整形外科クリニック ｻｸﾗｲｾｲｹｲｹﾞｶｸﾘﾆｯｸ 153-0052 東京都目黒区祐天寺１－１５－６ 03-5723-8166整形外科 リウマチ科リハビリ科 医科
土坂眼科医院 ﾂﾁｻｶｶﾞﾝｶｲｲﾝ 152-0035 東京都目黒区自由が丘２－１５－１２ 03-3717-3560眼科 医科
ノタニ眼科クリニック ﾉﾀﾆｶﾞﾝｶｸﾘﾆｯｸ 153-0061 東京都目黒区中目黒４－５－１７－２Ｆ 03-3719-4084眼科 医科

医療法人社団孝明会　 柿の木坂歯科クリニック ｶｷﾉｷｻﾞｶｼｶｸﾘﾆｯｸ 152-0022 東京都目黒区柿の木坂１－３４－２１ 03-3718-4848歯科 歯科
八雲歯科クリニック ﾔｸﾓｼｶｸﾘﾆｯｸ 152-0023 東京都目黒区八雲３－１－６ 03-3717-1297歯科 歯科
仲村医院 ﾅｶﾑﾗｲｲﾝ 153-0053 東京都目黒区五本木１－８－９ 03-3712-7776内科 小児科 リウマチ科アレルギー科 医科
横川耳鼻咽喉科医院 ﾖｺｶﾜｼﾞﾋﾞｲﾝｺｳｶｲｲﾝ 153-0053 東京都目黒区五本木１－２３－１３ 03-3711-0994耳鼻咽喉科 医科
片山歯科医院 ｶﾀﾔﾏｼｶｲｲﾝ 152-0035 東京都目黒区自由が丘２－１０－２　 ポパイビル２Ｆ 03-3725-6482歯科 歯科
吉井クリニック ﾖｼｲｸﾘﾆｯｸ 153-0044 東京都目黒区大橋２－２２－４　 増本ビル２Ｆ 03-3469-2502脳神経外科神経科 内科 医科
阿部歯科医院 ｱﾍﾞｼｶｲｲﾝ 152-0035 東京都目黒区自由が丘２－１０－１４　 青木ビル３Ｆ 03-3717-6267歯科 歯科
あやクリニック ｱﾔｸﾘﾆｯｸ 152-0004 東京都目黒区鷹番３－８－７　 Ｏ・Ｎビル２階 03-3713-8639心療内科 精神科 神経内科 医科
後藤歯科医院 ｺﾞﾄｳｼｶｲｲﾝ 153-0052 東京都目黒区祐天寺２－３－７ 03-3712-9733歯科 歯科
石川眼科　自由が丘 ｲｼｶﾜｶﾞﾝｶ 152-0035 東京都目黒区自由が丘1-20-20 03-3723-3843眼科 医科
東が丘クリニック ﾋｶﾞｼｶﾞｵｶｸﾘﾆｯｸ 152-0021 東京都目黒区東が丘１－１７－１８ 03-3421-5093内科 外科 医科
桑名歯科医院 ｸﾜﾅｼｶｲｲﾝ 152-0012 東京都目黒区洗足２－２３－１４ 03-3786-0648歯科 歯科
あだち内科クリニック ｱﾀﾞﾁﾅｲｶｸﾘﾆｯｸ 152-0021 東京都目黒区東が丘２－１４－１ 03-5779-0810内科 循環器科 医科
マミーズクリニック ﾏﾐｰｽﾞｸﾘﾆｯｸ 153-0065 東京都目黒区中町１－２７－１７ 03-5725-4970内科 循環器科 整形外科 医科
柿の木坂ファミリー歯科 ｶｷﾉｷｻﾞｶﾌｧﾐﾘｰｼｶ 152-0022 東京都目黒区柿の木坂２－９－１４ 03-3718-1444歯科 歯科

医療法人社団時正会 自由が丘いずみクリニック ｼﾞﾕｳｶﾞｵｶｲｽﾞﾐｸﾘﾆｯｸ 152-0035 東京都目黒区自由が丘２－１０－２０　 弥生ビル３階 03-5731-5771腎臓内科 医科
学芸大駅前整形・形成外科 ｶﾞｸｹﾞｲﾀﾞｲｴｷﾏｴｾｲｹｲｹｲｾｲｹﾞｶ 152-0004 東京都目黒区鷹番２－２１－１１－２Ｆ 03-5794-8811整形外科 形成外科 リハビリ科皮膚科 医科
木村メディカルクリニック ｷﾑﾗﾒﾃﾞｨｶﾙｸﾘﾆｯｸ 153-0053 東京都目黒区五本木３－２５－１５－１Ｆ 03-5773-6880内科 消化器科 呼吸循環器科神経内科 医科
福田医院 ﾌｸﾀﾞｲｲﾝ 153-0061 東京都目黒区中目黒３－２２－１１ 03-3712-2868内科 小児科 アレルギー科 医科
大橋眼科クリニック ｵｵﾊｼｶﾞﾝｶｸﾘﾆｯｸ 153-0043 東京都目黒区東山３－15-4 03-5768-2215眼科 医科
髙崎クリニック ﾀｶｻｷｸﾘﾆｯｸ 152-0002 東京都目黒区目黒本町６－３－６ 03-3712-4527内科 小児科 医科
新川クリニック ﾆｲｶﾜｸﾘﾆｯｸ 152-0004 東京都目黒区鷹番３－１５－１７ 03-3716-8817内科 消化器科 胃腸科 アレルギー科 医科
中目黒小野皮フ科クリニック ﾅｶﾒｸﾞﾛｵﾉﾋﾌｶｸﾘﾆｯｸ 153-0051 東京都目黒区上目黒２－１６－１５ 03-5725-4112皮膚科 医科
せきぐちクリニック ｾｷｸﾞﾁｸﾘﾆｯｸ 152-0031 東京都目黒区中根１－３－１５ 03-3723-5900整形外科 形成外科 美容外科 リハビリ科 医科
西村内科・循環器科クリニック ﾆｼﾑﾗﾅｲｶｼﾞｭﾝｶﾝｷｶｸﾘﾆｯｸ 152-0031 東京都目黒区中根２－１２－１　 Ｋ＆Ｋビル３Ｆ 03-5731-0788内科 循環器科 医科
医療法人社団慶松会　松本整形外科 ﾏﾂﾓﾄｾｲｹｲｹﾞｶ 152-0031 東京都目黒区中根１－１３－２０　 グリーンヒルズ１０１号 03-5701-1781整形外科 リハビリ科リウマチ科 医科
わたなべ整形外科 ﾜﾀﾅﾍﾞｾｲｹｲｹﾞｶ 153-0052 東京都目黒区祐天寺２－１４－８　 ウエストフォトビル２階 03-3793-2121整形外科 医科
とくおかレディースクリニック ﾄｸｵｶﾚﾃﾞｨｰｽｸﾘﾆｯｸ 152-0031 東京都目黒区八雲１－３－１ 三井住友ビル６Ｆ 03-5701-1722産婦人科 医科

医療法人社団良辰会　 めぐろ鈴木内科・小児科 ﾒｸﾞﾛｽｽﾞｷﾅｲｶｼｮｳﾆｶ 153-0052 東京都目黒区祐天寺２－１４－１９　 四宮ビル３Ｆ 03-6914-8555内科 小児科 呼吸器科 アレルギー科循環器科 医科
ヒナタ歯科 ﾋﾅﾀｼｶ 152-0021 東京都目黒区東が丘１－１７－４ 03-3487-8590歯科 歯科
磯村クリニック ｲｿﾑﾗｸﾘﾆｯｸ 152-0023 東京都目黒区八雲１－１０－１７ 03-3723-8841皮膚科 婦人科 医科
川口整形外科眼科 ｶﾜｸﾞﾁｾｲｹｲｹﾞｶｶﾞﾝｶ 152-0004 東京都目黒区鷹番３－６－１８　 カザーナ学芸大学２Ｆ 03-3712-1054整形外科 リハビリ科リウマチ科眼科 医科
ゆうてんじ皮ふ科 ﾕｳﾃﾝｼﾞﾋﾌｶ 153-0052 東京都目黒区祐天寺１－２２－５ 03-5721-0303皮膚科 医科
柴若医院 ｼﾊﾞﾜｶｲｲﾝ 152-0012 東京都目黒区洗足１－１４－２ 03-3712-1088内科 小児科 医科
みずい整形外科 ﾐｽﾞｲｾｲｹｲｹﾞｶ 153-0052 東京都目黒区祐天寺１－２２－５　 エムワイビル１Ｆ 03-5773-5665整形外科 医科
髙崎醫院 ﾀｶｻｷｲｲﾝ 152-0002 東京都目黒区目黒本町６－３－６ 03-3712-4527産婦人科 医科
目黒ゆうあいクリニック ﾒｸﾞﾛﾕｳｱｲｸﾘﾆｯｸ 153-0065 東京都目黒区中町２－３０－５　 敦岡ビル 03-3710-6119整形外科 内科 消化器科 脳神経外科小児科 泌尿器科 皮膚科 形成外科 医科



自由が丘河合クリニック ｼﾞﾕｳｶﾞｵｶｶﾜｲｸﾘﾆｯｸ 152-0035 東京都目黒区自由が丘１－７－１１－３０１ 03-5701-3661内科 心療内科 精神科 医科
自由が丘髙木クリニック ｼﾞﾕｳｶﾞｵｶﾀｶｷﾞｸﾘﾆｯｸ 152-0035 東京都目黒区自由が丘１－２９－７　 薮伊豆ビル６Ｆ 03-5726-3771精神科 心療内科 神経内科 医科
宮山歯科医院 ﾐﾔﾔﾏｼｶｲｲﾝ 153-0043 東京都目黒区東山３－１－１１　 サンサーラ東山１Ｆ 03-3760-0817歯科 歯科
吉田医院 ﾖｼﾀﾞｲｲﾝ 152-0003 東京都目黒区碑文谷１－２８－１１ 03-3712-3396内科 神経内科 小児科 医科

医療法人社団洗足会　 洗足心療内科クリニック ｾﾝｿﾞｸｼﾝﾘｮｳﾅｲｶｸﾘﾆｯｸ 152-0012 東京都目黒区洗足２－２６－１５ 03-3785-7672精神科 心療内科 医科
おおはしさくらクリニック ｵｵﾊｼｻｸﾗｸﾘﾆｯｸ 153-0044 東京都目黒区大橋２－２３－１　 西渋谷ハイウェービル５Ｆ 03-6277-1017内科 医科
西田医院 ﾆｼﾀﾞｲｲﾝ 152-0022 東京都目黒区柿の木坂１－３４－２０ 03-3724-5359外科 内科 胃腸科 医科
医療法人社団高瀬会　たかせ眼科 ﾀｶｾｶﾞﾝｶ 152-0031 東京都目黒区中根１－６－６　 都立大渡辺ビル３階 03-5729-0887眼科 医科
島貫医院 ｼﾏﾇｷｲｲﾝ 153-0065 東京都目黒区中町２－９－３ 03-3712-4481小児科 医科
医療法人社団目黒厚生会　本田病院 ﾎﾝﾀﾞﾋﾞｮｳｲﾝ 152-0022 東京都目黒区柿の木坂１－３０－５ 03-3718-9731整形外科 外科 内科 皮膚科 泌尿器科 人工透析 医科

医療法人社団晴晃会　 育良クリニック ｲｸﾘｮｳｸﾘﾆｯｸ 153-0051 東京都目黒区上目黒１－２６－１ 中目黒アトラスタワー 03-3792-4103産科 婦人科 医科
安藤歯科 ｱﾝﾄﾞｳｼｶ 152-0002 東京都目黒区目黒本町３－８－１０ 03-3792-8818歯科 歯科
医療法人社団喜明会　奈良橋医院 ﾅﾗﾊｼｲｲﾝ 153-0065 東京都目黒区中町２－２０－７ 03-3712-5088消化器科 外科 眼科 医科
野口クリニック ﾉｸﾞﾁｸﾘﾆｯｸ 152-0011 東京都目黒区原町１－１７－１ 03-3712-3863内科 医科
自由が丘石崎歯科医院 ｼﾞﾕｳｶﾞｵｶｲｼｻﾞｷｼｶｲｲﾝ 152-0035 東京都目黒区自由が丘１－１６－１０　 フェリシア自由が丘１Ｆ 03-3718-7520歯科 矯正歯科 小児歯科 口腔外科 歯科
皮膚科　呉クリニック ｺﾞｸﾘﾆｯｸ 152-0004 東京都目黒区鷹番2-18-20 03-3760-0053皮膚科 医科
目黒整形外科内科 ﾒｸﾞﾛｾｲｹｲｹﾞｶﾅｲｶ 152-0002 東京都目黒区目黒本町６－１－２ 03-5725-3677整形外科 内科 外科 医科

医療法人社団博章会　 つかさ耳鼻咽喉科クリニック ﾂｶｻｼﾞﾋﾞｲﾝｺｳｶｸﾘﾆｯｸ 153-0043 東京都目黒区東山１－４－４　 目黒東山ビル２Ｆ 03-3710-2032耳鼻咽喉科 医科
五味医院 ｺﾞﾐｲｲﾝ 152-0032 東京都目黒区平町２－１９－４ 03-3724-1028内科 医科
富樫歯科医院 ﾄｶﾞｼｼｶｲｲﾝ 152-0023 東京都目黒区八雲４－１２－７ 03-3724-0388歯科 歯科
つのだ歯科医院 ﾂﾉﾀﾞｼｶｲｲﾝ 152-0034 東京都目黒区緑が丘２－２４－１ 03-3718-8211歯科 歯科
医療法人社団　目黒中町クリニック ﾒｸﾞﾛﾅｶﾁｮｳｸﾘﾆｯｸ 153-0065 東京都目黒区中町２－３－３ 03-3712-2361整形外科 内科 リウマチ科リハビリ科 医科

医療法人社団聖和厚生会　 ウェスト歯科クリニック ｳｪｽﾄｼｶｸﾘﾆｯｸ 152-0004 東京都目黒区鷹番３－７－６　２Ｆ 03-5725-2251歯科 口腔外科 小児歯科 矯正歯科 歯科
目黒耳鼻咽喉科医院 ﾒｸﾞﾛｼﾞﾋﾞｲﾝｺｳｶｲｲﾝ 153-0063 東京都目黒区目黒２－９－５　 ブラッサム目黒３Ｆ 03-3490-4187耳鼻咽喉科 医科
八雲あいアイ館歯科診療所 ﾔｸﾓｱｲｱｲｶﾝｼｶｼﾝﾘｮｳｼﾞｮ 152-0023 東京都目黒区八雲１－１－８ 03-5701-2495歯科 歯科
渡辺医院 ﾜﾀﾅﾍﾞｲｲﾝ 153-0061 東京都目黒区中目黒５－２６－８ 03-3712-2222内科 胃腸科 眼科 医科
中野医院 ﾅｶﾉｲｲﾝ 152-0034 東京都目黒区緑が丘２－２３－１６ 03-3717-0230小児科 医科

医療法人杏林会　 介護老人保健施設　ﾘﾊﾋﾞﾘﾊﾟｰｸ目黒 ﾘﾊﾋﾞﾘﾊﾟｰｸﾒｸﾞﾛ 152-0001 東京都目黒区中央町２－５－１２ 03-3792-3111老健施設 医科
平川医院 ﾋﾗｶﾜｲｲﾝ 152-0012 東京都目黒区洗足１－９－１０ 03-3712-5968内科 消化器科 医科

医療法人社団喜美会　 自由が丘クリニック ｼﾞﾕｳｶﾞｵｶｸﾘﾆｯｸ 152-0023 東京都目黒区八雲３－１２－１０ 03-5701-2500形成外科 美容外科 皮膚科 医科
自由が丘本間内科クリニック ｼﾞﾕｳｶﾞｵｶﾎﾝﾏﾅｲｶｸﾘﾆｯｸ 152-0035 東京都目黒区自由が丘１－２２－８ 03-3717-4201内科 医科
医療法人社団三侑会　三木歯科医院 ﾐｷｼｶｲｲﾝ 152-0033 東京都目黒区大岡山１－６－１ 03-3724-0558歯科 口腔外科 歯科
たけまさクリニック ﾀｹﾏｻｸﾘﾆｯｸ 153-0052 東京都目黒区祐天寺２－１５－６ 03-5768-1336内科 消化器科 外科 肛門科 医科
ひまわり井田クリニック ﾋﾏﾜﾘｲﾀﾞｸﾘﾆｯｸ 153-0063 東京都目黒区目黒３－１４－３ 03-3791-7650内科 神経内科 医科

医療法人社団優歯会　 アーク歯科・矯正歯科 ｱｰｸｼｶｷｮｳｾｲｼｶ 152-0004 東京都目黒区鷹番２－１９－３　 大伴ビルⅦ３Ｆ 03-3760-9191歯科 矯正歯科 小児歯科 歯科
永富眼科 ﾅｶﾞﾄﾐｶﾞﾝｶ 152-0035 東京都目黒区自由が丘１－２９－７　 一誠堂ビル４Ｆ 03-3718-5377眼科 医科
池田歯科診療室 ｲｹﾀﾞｼｶｼﾝﾘｮｳｼﾂ 152-0022 東京都目黒区柿の木坂１－３１－９　 パーシモンヒルズ１階 03-5726-0418歯科 小児歯科 歯科
たかくら歯科・矯正歯科クリニック ﾀｶｸﾗｼｶｷｮｳｾｲｼｶｸﾘﾆｯｸ 152-0031 東京都目黒区中根１－３－１７ パピルス都立大２Ｆ 03-5726-0884矯正歯科 小児歯科 歯科 歯科
医療法人社団　藤田医院 ﾌｼﾞﾀｲｲﾝ 152-0003 東京都目黒区碑文谷６－４－１０ 03-3712-6731内科 小児科 医科

医療法人社団祐清会　 加藤歯科クリニック ｶﾄｳｼｶｸﾘﾆｯｸ 153-0051 東京都目黒区上目黒１－２６－１－２０９ 03-3714-1313歯科 歯科
小野田歯科クリニック ｵﾉﾀﾞｼｶｸﾘﾆｯｸ 153-0051 東京都目黒区上目黒１－１８－８－１Ｆ 03-3794-1374歯科 歯科
南風歯科医院 ﾅﾝﾌﾟｳｼｶｲｲﾝ 152-0012 東京都目黒区洗足１－１－１２ 03-3710-1802歯科 口腔外科 小児歯科 歯科
勝俣歯科医院 ｶﾂﾏﾀｼｶｲｲﾝ 153-0052 東京都目黒区祐天寺２－１４－８　 ウエストフォトビル３階 03-3793-5515歯科 歯科
祐天寺松本クリニック ﾕｳﾃﾝｼﾞﾏﾂﾓﾄｸﾘﾆｯｸ 153-0052 東京都目黒区祐天寺２－１７－１１ 03-3710-0071精神科 内科 医科
秋草歯科医院 ｱｷｸｻｼｶｲｲﾝ 152-0035 東京都目黒区自由が丘１－７－１５ 03-3717-7378歯科 小児歯科 歯科
目黒本町眼科 ﾒｸﾞﾛﾎﾝﾁｮｳｶﾞﾝｶ 152-0002 東京都目黒区目黒本町６－１－３ 03-5704-0206眼科 医科
医療法人社団松淨会　松原医院 ﾏﾂﾊﾞﾗｲｲﾝ 152-0035 東京都目黒区自由が丘３－１０－８ 03-5701-6777内科 消化器内科循環器内科呼吸器内科アレルギー科内分泌代謝科 医科
仁木眼科医院 ﾆｷｶﾞﾝｶｲｲﾝ 152-0034 東京都目黒区緑が丘1-11-5 03-3718-0743眼科 医科

医療法人社団光晶会　 武田メディカルクリニック ﾀｹﾀﾞﾒﾃﾞｨｶﾙｸﾘﾆｯｸ 152-0023 東京都目黒区八雲３－５－３ 03-5726-1122内科 外科 小児科 リハビリ科 医科
にしだ歯科クリニック ﾆｼﾀﾞｼｶｸﾘﾆｯｸ 153-0053 東京都目黒区五本木１－２３－１５－１Ｆ 03-5722-8648歯科 口腔外科 小児歯科 矯正歯科 歯科
加藤整形外科クリニック ｶﾄｳｾｲｹｲｹﾞｶｸﾘﾆｯｸ 152-0034 東京都目黒区緑が丘３－４－７ 03-3726-0020整形外科 リハビリ科リウマチ科 医科
大倉歯科医院 ｵｵｸﾗｼｶｲｲﾝ 152-0003 東京都目黒区碑文谷３－１６－２０ 03-3711-2738歯科 歯科
医療法人社団正英会　呂歯科診療所 ﾛｼｶｼﾝﾘｮｳｼﾞｮ 152-0031 東京都目黒区中根１－７－３　 リバブル都立大学ビル３Ｆ 03-3724-1769歯科 小児歯科 矯正歯科 歯科
碑文谷コート歯科 ﾋﾓﾝﾔｺｰﾄｼｶ 152-0002 東京都目黒区目黒本町４－２０－１０ 03-3760-2831歯科 歯科
土肥歯科医院 ﾄﾞｲｼｶｲｲﾝ 153-0063 東京都目黒区目黒１－１－１ 03-3713-1666歯科 歯科
仁愛会歯科　自由が丘クリニック ｼﾞﾕｳｶﾞｵｶｸﾘﾆｯｸ 152-0035 東京都目黒区自由が丘１－８－２３　 自由が丘プチプラザ３Ｆ 03-3724-7741歯科 歯科
都立大川口眼科 ﾄﾘﾂﾀﾞｲｶﾜｸﾞﾁｶﾞﾝｶ 152-0022 東京都目黒区柿の木坂１－３０－１７　 モナークマンション２０１ 03-6273-8560眼科 医科
半沢歯科医院 ﾊﾝｻﾞﾜｼｶｲｲﾝ 152-0035 東京都目黒区自由が丘３－１１－２４－２Ｆ 03-5701-5027歯科 歯科
五本木クリニック ｺﾞﾎﾝｷﾞｸﾘﾆｯｸ 152-0001 東京都目黒区中央町2-18-14 03-5721-7000泌尿器科 内科 皮膚科 美容外科 医科
たまきクリニック ﾀﾏｷｸﾘﾆｯｸ 152-0035 東京都目黒区自由が丘1-7-14 ドゥーブルビル３階 03-5731-7216内科 心療内科 アレルギー科小児科 漢方内科 医科
都立大わたなべ耳鼻咽喉科 ﾄﾘﾂﾀﾞｲﾜﾀﾅﾍﾞｼﾞﾋﾞｲﾝｺｳｶ 152-0023 東京都目黒区八雲2-8-11　 第一益戸ビル１Ｆ 03-5726-1133耳鼻咽喉科 医科
自由が丘ＭＣクリニック ｼﾞﾕｳｶﾞｵｶｴﾑｼｰｸﾘﾆｯｸ 152-0035 東京都目黒区自由が丘1-3-17 03-3717-3514形成外科 外科 皮膚科 麻酔科 内科 医科

医療法人財団梨慶会 山内クリニック ﾔﾏｳﾁｸﾘﾆｯｸ 152-0035 東京都目黒区自由が丘1-15-19 糖尿病内科内科 呼吸器内科 医科
みかわ矯正歯科クリニック ﾐｶﾜｷｮｳｾｲｼｶｸﾘﾆｯｸ 152-0013 東京都目黒区南2-1-25 03-6421-8998矯正歯科 歯科
アイメディカルクリニック ｱｲﾒﾃﾞｨｶﾙｸﾘﾆｯｸ 152-0031 東京都目黒区中根1-7-3　 オフィス都立大学ビル4F 03-3725-3748内科 糖尿病内科心療内科 医科
ふるかわメディカルクリニック ﾌﾙｶﾜﾒﾃﾞｨｶﾙｸﾘﾆｯｸ 152-0023 東京都目黒区八雲5-15-5 03-6459-5539内科 消化器内科外科 肛門外科 皮膚科 美容皮膚科 医科
都立大よしだクリニック ﾄﾘﾂﾀﾞｲﾖｼﾀﾞｸﾘﾆｯｸ 152-0031 東京都目黒区中根2-12-3　 ソフィア都立大１F 03-3724-3391内科 消化器内科 医科
メディカルクリニック柿の木坂 ﾒﾃﾞｨｶﾙｸﾘﾆｯｸｶｷﾉｷｻﾞｶ 152-0022 東京都目黒区柿の木坂1-15-15 03-5731-1599一般内科 神経内科 医科

医療法人社団めぐみ会　 自由が丘メディカルプラザ ｲﾘｮｳﾎｳｼﾞﾝｼｬﾀﾞﾝﾎｳｼﾞﾝﾒｸﾞﾐｶｲ　ｼﾞﾕｳｶﾞｵｶﾒﾃﾞｨｶﾙｸﾘﾆｯｸ 152-0035 東京都目黒区自由が丘2-11-16　 日能研自由が丘ﾋﾞﾙ２F 03-6421-1080一般内科 消化器内科循環器内科糖尿病内科内分泌代謝内科耳鼻咽喉科 医科
医療法人財団　日扇会第一病院 ｲﾘｮｳﾎｳｼﾞﾝﾆｯｾﾝｶｲﾀﾞｲｲﾁﾋﾞｮｳｲﾝ 152-0031 東京都目黒区中根2-10-20 03-3718-7281内科 呼吸器内科消化器内科循環器内科放射線科 医科
アトラス心クリニック ｱﾄﾗｽｺｺﾛｸﾘﾆｯｸ 153-0051 東京都目黒区上目黒1-26-1-1-3階 03-5773-5571精神科 心療内科 麻酔科 医科
中目黒アトラスクリニック ﾅｶﾒｸﾞﾛｱﾄﾗｽｸﾘﾆｯｸ 153-0051 東京都目黒区上目黒1-26-1-1-4階 03-5773-5570内科 小児科 医科
すみ眼科・整形外科 ｽﾐｶﾞﾝｶ･ｾｲｹｲｹﾞｶ 153-0053 東京都目黒区五本木2-6-14 03-3713-2600眼科 整形外科 リハビリ科 医科
駒沢ハートクリニック ｺﾏｻﾞﾜﾊｰﾄｸﾘﾆｯｸ 152-0023 東京都目黒区八雲5-9-21 駒沢マンション102 03-5726-3322内科 循環器内科 医科
あおい小児科 ｱｵｲｼｮｳﾆｶ 152-0023 東京都目黒区八雲1‐4‐3 駒原ビル301 03-5731-1063小児科 アレルギー科 医科
自由が丘いでぐち歯科クリニック ｼﾞﾕｳｶﾞｵｶｲﾃﾞｸﾞﾁｼｶｸﾘﾆｯｸ 152-0035 東京都目黒区自由が丘3－8－１-2Ｆ　 03-5701-8217歯科 小児歯科 口腔外科 矯正歯科 歯科
目黒通りこどもクリニック ﾒｸﾞﾛﾄﾞｵﾘｺﾄﾞﾓｸﾘﾆｯｸ 153-0064 東京都目黒区下目黒6-1-27 アメニティハウス2Ｆ 03-6303-1091小児科 医科
自由が丘駅前眼科 ｼﾞﾕｳｶﾞｵｶｴｷﾏｴｶﾞﾝｶ 152-0035 東京都目黒区自由が丘2-11-10 パルシィード１F 03-3718-9222眼科 医科
あつみ整形外科・眼科クリニック ｱﾂﾐｾｲｹｲｹﾞｶｶﾞﾝｶｸﾘﾆｯｸ 152-0023 東京都目黒区八雲２－１０－１６ 03-3725-1200整形外科 リウマチ科リハビリテーション科眼科 医科
桜ウィメンズクリニック ｻｸﾗｳｨﾒﾝｽﾞｸﾘﾆｯｸ 152-0004 東京都目黒区鷹番２－１５－１８－１Ｆ 03-5720-5121婦人科 乳腺外科 内科 医科
さくらんぼ皮膚科 ｻｸﾗﾝﾎﾞﾋﾌｶ 152-0004 東京都目黒区鷹番３－８－４ 岩本ビル２Ｆ 03-6319-1222皮膚科 医科
山手デンタルクリニック ﾔﾏﾃﾃﾞﾝﾀﾙｸﾘﾆｯｸ 153-0061 東京都目黒区中目黒３－５－４ 03-3719-6874一般歯科 口腔外科 小児歯科 矯正歯科 歯科
都立大ペインクリニック ﾄﾘﾂﾀﾞｲﾍﾟｲﾝｸﾘﾆｯｸ 152-0031 東京都目黒区中根２－１－１２ ボヌール都立大学参番館BI-A 03-5731-3575ﾍﾟｲﾝｸﾘﾆｯｸ内科麻酔科 医科
目黒通りハートクリニック ﾒｸﾞﾛﾄﾞｵﾘﾊｰﾄｸﾘﾆｯｸ 152-0004 東京都目黒区鷹番１－１０－２ 03-6303-3328内科 循環器科 呼吸器科 アレルギー科小児科 医科
湯浅歯科医院 ﾕｱｻｼｶｲｲﾝ 152-0003 東京都目黒区碑文谷６－６－３ 03-3712-6961歯科 小児歯科 歯科
祐天寺ファミリークリニック ﾕｳﾃﾝｼﾞﾌｧﾐﾘｰｸﾘﾆｯｸ 153-0065 東京都目黒区中町２－５０－１３　1Ｆ 03-5720-7750内科 消化器内科小児科 アレルギー科 医科

医療法人社団ファミリア　 松島歯科医院 ﾏﾂｼﾏｼｶｲｲﾝ 152-0012 東京都目黒区洗足２－６－１２　１Ｆ 03-3710-8241歯科 歯科
谷本歯科診療所 ﾀﾆﾓﾄｼｶｼﾝﾘｮｳｼﾞｮ 153-0064 東京都目黒区下目黒３－１－２２ 03-3494-6177一般歯科 矯正歯科 小児歯科 歯科
医）秀嶺会　さとう歯科クリニック ｻﾄｳｼｶｸﾘﾆｯｸ 153-0051 東京都目黒区上目黒２－３７－１２　１Ｂ 03-5721-6480一般歯科 口腔外科 小児歯科 歯科
大久保歯科医院 ｵｵｸﾎﾞｼｶｲｲﾝ 153-0062 東京都目黒区三田２－５－１０ 03-3714-3663歯科 小児歯科 口腔外科 歯科
煙山歯科 ｹﾑﾘﾔﾏｼｶ 152-0004 東京都目黒区鷹番２－１－３ 03-3716-0851歯科 歯科
米津歯科医院 ﾖﾈﾂﾞｼｶｲｲﾝ 152-0002 東京都目黒区目黒本町１－１０－１３ 03-3711-1767歯科 歯科
トミーデンタルクリニック ﾄﾐｰﾃﾞﾝﾀﾙｸﾘﾆｯｸ 152-0002 東京都目黒区目黒本町２－１８－５－１Ｆ 03-6412-7027歯科 小児歯科 歯科
片平歯科医院 ｶﾀﾋﾗｼｶｲｲﾝ 152-0011 東京都目黒区原町１－１２－１０－１Ｆ 03-5725-8020歯科 口腔外科 小児歯科 歯科
自由ヶ丘デンタルスタジオ ｼﾞﾕｳｶﾞｵｶﾃﾞﾝﾀﾙｽﾀｼﾞｵ 152-0035 東京都目黒区自由が丘２－１２－２１ ミソノビル２F 03-5729-4618歯科 歯科
中目黒歯科医院 ﾅｶﾒｸﾞﾛｼｶｲｲﾝ 153-0061 東京都目黒区中目黒１－１－４１ あざみビル１階 03-3793-0148歯科 小児歯科 口腔外科 歯科
おちあい歯科クリニック ｵﾁｱｲｼｶｸﾘﾆｯｸ 152-0011 東京都目黒区原町１－６－３－１Ｆ 03-3791-5511一般歯科 口腔外科 小児歯科 歯科
医療法人社団仁厚会　安田診療所 ﾔｽﾀﾞｼﾝﾘｮｳｼﾞｮ 153-0053 東京都目黒区五本木２－８－２ 03-3712-1344歯科 歯科
酒井歯科医院 ｻｶｲｼｶｲｲﾝ 152-0034 東京都目黒区緑が丘１－７－２１－１Ｆ 03-3724-4618歯科 口腔外科 歯科
中村歯科 ﾅｶﾑﾗｼｶ 152-0031 東京都目黒区中根２－４－１７ 03-3724-1214歯科 歯科
いげた歯科医院 ｲｹﾞﾀｼｶｲｲﾝ 152-0035 東京都目黒区自由が丘２－１５－２１ 03-3718-5715歯科 歯科
麗華クリニック ﾚｲｶｸﾘﾆｯｸ 152-0031 東京都目黒区中根２－１３－１１ コンパウンド中根２Ｆ 03-3724-4487歯科 内科 小児科 歯科・医科
あさだ歯科医院 ｱｻﾀﾞｼｶｲｲﾝ 152-0004 東京都目黒区鷹番３－２３－５ 03-3711-1236歯科 歯科
日高歯科医院 ﾋﾀﾞｶｼｶｲｲﾝ 152-0001 東京都目黒区中央町２－６－４　 ドミシール福島１Ｆ 03-3791-1602歯科 歯科
神部歯科医院 ｼﾞﾝﾌﾞｼｶｲｲﾝ 153-0043 東京都目黒区東山２－５－１８ 03-3712-3664歯科 歯科
大倉歯科医院 ｵｵｸﾗｼｶｲｲﾝ 152-0004 東京都目黒区鷹番３－５－１－２Ｆ 03-3794-3338歯科 歯科
松尾歯科医院　目黒診療所 ﾏﾂｵｼｶｲｲﾝﾒｸﾞﾛｼﾝﾘｮｳｼﾞｮ 153-0043 東京都目黒区東山１－１－２ 東山ビル２Ｆ 03-3719-4018歯科 口腔外科 矯正歯科 小児歯科 歯科
髙木歯科自由が丘クリニック ﾀｶｷﾞｼｶｼﾞﾕｳｶﾞｵｶｸﾘﾆｯｸ 152-0035 東京都目黒区自由が丘1-29-7　 藪伊豆ビル５Ｆ 03-5726-9607歯科 口腔外科 矯正歯科 小児歯科 歯科
つたえ内科クリニック ﾂﾀｴﾅｲｶｸﾘﾆｯｸ 152-0004 東京都目黒区鷹番１－１４－１３ 03-5768-8232内科 循環器内科糖尿病内科 医科



カワイ歯科医院 ｶﾜｲｼｶｲｲﾝ 153-0041 東京都目黒区駒場１－２３－９ 03-3485-5358歯科 歯科
医療法人社団帝歯会　山本歯科 ﾔﾏﾓﾄｼｶ 153-0052 東京都目黒区祐天寺１－２３－２４－１Ｆ 03-5721-6881歯科 歯科
嘉部歯科医院 ｶﾍﾞｼｶｲｲﾝ 153-0051 東京都目黒区上目黒５－４－１０ 03-3713-4700歯科 歯科
みき歯科医院 ﾐｷｼｶｲｲﾝ 152-0004 東京都目黒区鷹番２－１５－７ 03-3710-1108歯科 歯科
浜中デンタルクリニック ﾊﾏﾅｶﾃﾞﾝﾀﾙｸﾘﾆｯｸ 152-0004 東京都目黒区鷹番３－８－５　 豊島ビル２階 03-3792-3300一般歯科 小児歯科 口腔外科 矯正歯科 歯科

医療法人社団英会　 メイプル歯科診療所 ﾒｲﾌﾟﾙｼｶｼﾝﾘｮｳｼﾞｮ 152-0031 東京都目黒区中根２－１－１１　 セツビル２Ｆ 03-3724-1609歯科 歯科
西岡歯科医院 ﾆｼｵｶｼｶｲｲﾝ 152-0035 東京都目黒区自由が丘１－１３－１４　 自由が丘スカイビル３０３ 03-3717-4514歯科 歯科

医療法人社団真峰会　 北村歯科クリニック ｷﾀﾑﾗｼｶｸﾘﾆｯｸ 152-0035 東京都目黒区自由が丘２－２－１２　 リバティーコート橋本２Ｆ 03-3725-2595歯科 矯正歯科 小児歯科 歯科口腔外科 歯科
いいがやクリニック ｲｲｶﾞﾔｸﾘﾆｯｸ 152-0034 東京都目黒区緑が丘３－２－３ 03-5729-0220泌尿器科 内科 外科 医科
井上内科医院 ｲﾉｳｴﾅｲｶｲｲﾝ 152-0002 東京都目黒区目黒本町３－１５－１０ 03-3712-0233内科 胃腸科 小児科 リウマチ科 医科
医療法人社団向陽会　岸歯科医院 ｷｼｼｶｲｲﾝ 153-0053 東京都目黒区五本木１－３５－６ 03-3713-0818歯科 歯科
渡久地クリニック ﾄｸﾁｸﾘﾆｯｸ 152-0003 東京都目黒区碑文谷６－８－３ 03-3712-0872内科 外科 医科

医療法人社団ホームアレー　 ホームアレークリニック城南 ﾎｰﾑｱﾚｰｸﾘﾆｯｸｼﾞｮｳﾅﾝ 152-0034 東京都目黒区緑が丘３－１－７　 セトル緑ヶ丘１階 03-5731-0151内科 医科
医療法人社団Ａｎｄ－ｙｏｕ 街のホームクリニック ﾏﾁﾉﾎｰﾑｸﾘﾆｯｸ 152-0022 東京都目黒区柿の木坂2-30-18　２－３Ｆ 03-5731-0506内科 外科 訪問診療 医科

柴垣医院　自由が丘 ｼﾊﾞｶﾞｷｲｲﾝｼﾞﾕｳｶﾞｵｶ 152-0035 東京都目黒区自由が丘１－１３－４　２Ｆ 03-3724-0066内科 人工透析内科 医科
都立大学駅前 すみクリニック皮膚科・ｱﾚﾙｷﾞｰ科 ﾄﾘﾂﾀﾞｲｶﾞｸｴｷﾏｴｽﾐｸﾘﾆｯｸﾋﾌｶｱﾚﾙｷﾞｰｶ 152-0032 東京都目黒区平町１-２７-１ ＰＡＬ都立大３階 03-3725-1112皮膚科 アレルギー科 医科

都立大石森脳神経外科クリニック ﾄﾘﾂﾀﾞｲｲｼﾓﾘﾉｳｼﾝｹｲｹﾞｶ 152-0023 東京都目黒区八雲１－５－５－１Ｆ 03-3725-0177脳神経外科神経内科 内科 医科
自由が丘みきブレストクリニック ｼﾞﾕｳｶﾞｵｶﾐｷﾌﾞﾚｽﾄｸﾘﾆｯｸ 152-0035 東京都目黒区自由が丘１－７－１６ アンジェー自由が丘２階 03-3724-8800乳腺外科 医科
都立大レディースクリニック ﾄﾘﾂﾀﾞｲﾚﾃﾞｨｰｽｸﾘﾆｯｸ 152-0031 東京都目黒区中根２－１３－９ 03-3725-4132婦人科 産科 医科
自由が丘　杉内医院 ｼﾞﾕｳｶﾞｵｶｽｷﾞｳﾁｲｲﾝ 152-0035 東京都目黒区自由が丘２－７－４ 03-5726-8241耳鼻咽喉科 医科
医療法人社団正久会　くぼの眼科 ｸﾎﾞﾉｶﾞﾝｶ 153-0052 東京都目黒区祐天寺２-１２-６ 03-3715-4554眼科 医科

医療法人社団　永康会　 中目黒クリニック ﾅｶﾒｸﾞﾛｸﾘﾆｯｸ 153-0061 東京都目黒区中目黒１－１０－２３－３０１　 シティホームズ中目黒 03-3791-2066人工透析内科 医科
医療法人社団　善仁会　 渋谷池尻腎クリニック ｼﾌﾞﾔｲｹｼﾞﾘｼﾞﾝｸﾘﾆｯｸ 153-0043 東京都目黒区東山３-１-１１　３F 03-6890-0181人工透析内科 医科

林試の森クリニック ﾘﾝｼﾉﾓﾘｸﾘﾆｯｸ 153-0064 東京都目黒区下目黒５－３４－１６ 03-3712-7871精神科 医科
木村眼科クリニック ｷﾑﾗｶﾞﾝｶｸﾘﾆｯｸ 153-0043 東京都目黒区東山１－４－４－２Ｆ 03-3710-2068眼科 医科
いの耳鼻咽喉科 152-0031 東京都目黒区中根２－１２－１　 Ｋ＆Ｋビル２階 03-5701-3387耳鼻咽喉科 医科
鷹番メンタルクリニック ﾀｶﾊﾞﾝﾒﾝﾀﾙｸﾘﾆｯｸ 152-0004 東京都目黒区鷹番３－１１－８　 コート鷹番地下１階 03-5724-6963精神科 神経科 医科
小林皮膚科クリニック ｺﾊﾞﾔｼﾋﾌｶｸﾘﾆｯｸ 152-0002 東京都目黒区目黒本町３－５－７－１Ｆ 03-3712-3121皮膚科 医科
目黒やすだ内科クリニック ﾒｸﾞﾛﾔｽﾀﾞﾅｲｶｸﾘﾆｯｸ 153-0063 東京都目黒区目黒３－１０－１３－４Ｆ 03-6303-2755内科 医科

医療法人社団里優会　 あんどうレディスクリニック ｱﾝﾄﾞｳﾚﾃﾞｨｽｸﾘﾆｯｸ 153-0044 東京都目黒区大橋２－２３－１　 西渋谷ハイウェービル６階 03-3469-6770産婦人科 医科
メディカルクリニック中目黒 ﾒﾃﾞｨｶﾙｸﾘﾆｯｸﾅｶﾒｸﾞﾛ 153-0051 東京都目黒区上目黒２－１５－１４　 AKビル７Ｆ 03-5722-2660内科 外科 透析 医科
池尻大橋耳鼻咽喉科 ｲｹｼﾞﾘｵｵﾊｼｼﾞﾋﾞｲﾝｺｳｶ 153-0044 東京都目黒区大橋２－２３－１　 西渋谷ハイウェービル３階 03-6804-8533耳鼻咽喉科 医科
あさひ眼科 ｱｻﾋｶﾞﾝｶ 153-0051 東京都目黒区上目黒３－２－２　 羊屋ビル５Ｆ 03-5724-6602眼科 医科

医療法人社団　 ドクターナカムラ　目黒本町医院 ﾄﾞｸﾀｰﾅｶﾑﾗﾒｸﾞﾛﾎﾝﾁｮｳｲｲﾝ 152-0002 東京都目黒区目黒本町3-7-8-1Ｆ　 03-5725-8825内科一般 医科
医療法人社団　市川診療所 ｲﾁｶﾜｼﾝﾘｮｳｼﾞｮ 152-0004 東京都目黒区鷹番２－５－２ 03-5734-1401内科 耳鼻科 小児科 在宅医療 緩和ケア 医科
みやぎしレディースクリニック ﾐﾔｷﾞｼﾚﾃﾞｨｰｽｸﾘﾆｯｸ 152-0023 東京都目黒区八雲１－３－６　 Ｋ-ｃｒｏｓｓビル301 03-5731-8866内科 産科 婦人科 医科

医療法人社団爽玄会　 碑文谷病院 ﾋﾓﾝﾔﾋﾞｮｳｲﾝ 152-0013 東京都目黒区南２-９-７ 03-3723-1515脳神経外科外科 内科 整形外科 医科
都立大メンタルクリニック ﾄﾘﾂﾀﾞｲﾒﾝﾀﾙｸﾘﾆｯｸ 152-0031 東京都目黒区中根２－１－１２－B1F 03-5726-9870精神科 心療内科 医科
祐天寺整形外科クリニック ﾕｳﾃﾝｼﾞｾｲｹｲｹﾞｶｸﾘﾆｯｸ 153-0052 東京都目黒区祐天寺２－８－1６　 祐天寺Ｋ・Ｉ・Ｔビル２階 03-5773-5612整形外科 医科

医療法人社団光健会　 西小山耳鼻咽喉科 ﾆｼｺﾔﾏｼﾞﾋﾞｲﾝｺｳｶ 152-0011 東京都目黒区原町１－６－６　 シュロス原町１階 03-6666-8533耳鼻咽喉科 医科
目黒医療生活協同組合　 上目黒診療所 ｶﾐﾒｸﾞﾛｼﾝﾘｮｳｼﾞｮ 153-0051 東京都目黒区上目黒４－４－２１ 03-3715-2271内科 医科

やまなか内科クリニック ﾔﾏﾅｶﾅｲｶｸﾘﾆｯｸ 152-0034 東京都目黒区緑が丘３－９－３２ 03-3748-8739内科 循環器内科呼吸器内科アレルギー科 医科
祐天寺おひさまこどもクリニック ﾕｳﾃﾝｼﾞｵﾋｻﾏｺﾄﾞﾓｸﾘﾆｯｸ 153-0052 東京都目黒区祐天寺２－７－２３－２０１ 03-3716-0130小児科 医科
こういち整形外科脳神経内科 ｺｳｲﾁｾｲｹｲｹﾞｶﾉｳｼﾝｹｲﾅｲｶ 152-0004 東京都目黒区鷹番３－１４－１４　 サーカス学芸大学２階 03-5794-5415整形外科 脳神経内科リハビリテーション科 医科
桂眼科 ｶﾂﾗｶﾞﾝｶ 152-0004 東京都目黒区鷹番２－１－６ 03-3713-5705眼科 医科

医療法人社団恵絢会　 学芸大駅前神経科クリニック ｶﾞｸｹﾞｲﾀﾞｲｴｷﾏｴｼﾝｹｲｶｸﾘﾆｯｸ 152-0004 東京都目黒区鷹番２－１９－１７ 03-3794-0230精神科 神経科 医科
医療法人社団邦仁会　 足高・森内科クリニック ｱｼﾀｶﾓﾘﾅｲｶｸﾘﾆｯｸ 153-0043 東京都目黒区東山１－４－４　 目黒東山ビル２階 03-3710-2077、2088 内科 呼吸器科 消化器科 循環器科 医科
医療法人社団松淨会　 松原皮ふ科・形成外科 ﾏﾂﾊﾞﾗﾋﾌｶｹｲｾｲｹﾞｶ 152-0035 東京都目黒区自由が丘３－１０－６ 03-5726-8122形成外科 皮膚科 美容皮膚科 医科

石黒医院 ｲｼｸﾞﾛｲｲﾝ 152-0023 東京都目黒区八雲４－１５－８ 03-3724-8801内科 消化器科 医科
医療法人社団博芽会　 ﾒｸﾞﾛﾖｼﾀﾞﾅｲｶｸﾘﾆｯｸ 153-0064 東京都目黒区下目黒５－９－１５－１Ｆ 03-3712-6575内科 循環器内科呼吸器内科アレルギー科 医科

イノウユキコ婦人クリニック ｲﾉｳﾕｷｺﾌｼﾞﾝｸﾘﾆｯｸ 152-0001 東京都目黒区中央町１－８－１５　 アパートメントイラカ１Ｆ 03-3760-0810産婦人科 医科
駒場クリニック ｺﾏﾊﾞｸﾘﾆｯｸ 153-0041 東京都目黒区駒場２－４－５　 Ｋ．Ｄマンション駒場 03-6279-7557内科 循環器科 アレルギー科　小児科 医科
碑文谷クリニック ﾋﾓﾝﾔｸﾘﾆｯｸ 152-0003 東京都目黒区碑文谷６－８－２０ 03-3715-6633麻酔科（ペインクリニック）内科 医科
内科・消化器内科おくがわｸﾘﾆｯｸ ﾅｲｶｼｮｳｶｷﾅｲｶｵｸｶﾞﾜｸﾘﾆｯｸ 152-0023 東京都目黒区八雲１-３-６　 K-crossビル２０１ 03-3724-3715消化器内科内視鏡内科内科 アレルギー科漢方内科 医科
三宅歯科クリニック自由が丘 ﾐﾔｹｼｶｸﾘﾆｯｸｼﾞﾕｳｶﾞｵｶ 152-0035 東京都目黒区自由が丘２－１０－４　 ミルシェ自由が丘７Ｆ 03-6421-4200歯科 矯正歯科 口腔外科 小児歯科 歯科
ノタニクリニック ﾉﾀﾆｸﾘﾆｯｸ 153-0061 東京都目黒区中目黒4-5-17-1Ｆ 03-5721-3555内科 外科 脳神経外科 医科
ポポロ小児科自由が丘 ﾎﾟﾎﾟﾛｼｮｳﾆｶｼﾞﾕｳｶﾞｵｶ 152-0035 東京都目黒区自由が丘１－２４－１４ 03-5731-8806小児科 医科
目黒柿の木坂　ﾘｳﾏﾁ・内科ｸﾘﾆｯｸ ﾒｸﾞﾛｶｷﾉｷｻﾞｶﾘｳﾏﾁﾅｲｶｸﾘﾆｯｸ 152-0023 東京都目黒区八雲１－３－６　 Ｋ－crossビル　２Ｆ 03-3724-0515リウマチ科内科 アレルギー科 医科
山本ファミリア皮膚科　駒沢公園 ﾔﾏﾓﾄﾌｧﾐﾘｱﾋﾌｶｺﾏｻﾞﾜｺｳｴﾝ 152-0021 東京都目黒区東が丘２－１５－２　 コリーヌ駒沢公園１Ｆ 03-3795-1112皮膚科 医科
小西醫院 ｺﾆｼｲｲﾝ 152-0002 東京都目黒区目黒本町４－１４－１９ 03-5768-5541内科 産婦人科 小児科 医科
ロコクリニック中目黒 ﾛｺｸﾘﾆｯｸﾅｶﾒｸﾞﾛ 153-0043 東京都目黒区東山１－６－５ ｼﾃｨﾊｳｽ中目黒ｽﾃｰｼｮﾝｺｰﾄ店舗1 03-5722-6565内科 外科 小児科 心療内科 訪問診療 医科
よう子　みんなのクリニック ﾖｳｺﾐﾝﾅﾉｸﾘﾆｯｸ 153-0051 東京都目黒区上目黒２－４２－１１　１階 03-6412-8188内科 糖尿病内科内分泌内科小児科 医科
目黒ケイホームクリニック ﾒｸﾞﾛｹｲﾎｰﾑｸﾘﾆｯｸ 153-0061 東京都目黒区中目黒４－５－１　 エースビル２階 03-5722-5500内科 呼吸器内科アレルギー科循環器内科 医科
しろき在宅クリニック ｼﾛｷｻﾞｲﾀｸｸﾘﾆｯｸ 153-0053 東京都目黒区五本木３－２０－４ 03-6336-2496内科　 泌尿器科 医科
駒場東大前歯科 ｺﾏﾊﾞﾄｳﾀﾞｲﾏｴｼｶ 153-0041 東京都目黒区駒場１－３１－３ 03-3469-0033歯科 歯科
祐天寺ウィメンズヘルスクリニック ﾕｳﾃﾝｼﾞｳｨﾒﾝｽﾞﾍﾙｽｸﾘﾆｯｸ 153-0052 東京都目黒区祐天寺２－７－２３　２F 03-5708-5081産婦人科 医科
ｳｪﾙﾋﾞｰﾝｸﾞｸﾘﾆｯｸ駒沢公園 ｳｪﾙﾋﾞｰｲﾝｸﾞｸﾘﾆｯｸｺﾏｻﾞﾜｺｳｴﾝ 152-0021 東京都目黒区東が丘2-15-1 グランフォルム駒沢公園102 03-6804-0644循環器内科 医科
安藤デンタルクリニック ｱﾝﾄﾞｳﾃﾞﾝﾀﾙｸﾘﾆｯｸ 153-0061 東京都目黒区中目黒２－７－１１－２０１ 03-3760-7068歯科 歯科
おおの内科外科クリニック ｵｵﾉﾅｲｶｹﾞｶｸﾘﾆｯｸ 153-0063 東京都目黒区目黒４－２６－５ 03-6303-3822内科 外科 医科
洗足駅前クリニック ｾﾝｿﾞｸｴｷﾏｴｸﾘﾆｯｸ 152-0012 東京都目黒区洗足２－２５－１９　 アソルティ洗足１階 03-3786-1009内科 消化器内科皮膚科 医科
大鶴歯科口腔外科クリニック ｵｵﾂﾙｼｶｺｳｸｳｹﾞｶｸﾘﾆｯｸ 152-0031 東京都目黒区中根１－３－９　 森戸ビル３０３号 03-5726-3325歯科 歯科口腔外科 歯科
ごうデンタルクリニック ｺﾞｳﾃﾞﾝﾀﾙｸﾘﾆｯｸ 152-0032 東京都目黒区平町１－２７－２ 新井ビル２Ｆ 03-6459-5975歯科 歯科口腔外科 歯科
自由が丘脳神経頭痛めまいｸﾘﾆｯｸ ｼﾞﾕｳｶﾞｵｶﾉｳｼﾝｹｲｽﾞﾂｳﾒﾏｲｸﾘﾆｯｸ 152-0034 東京都目黒区緑が丘２－２４－１５ コリーヌ自由が丘ＥＳＴ２Ｆ 03-3723-8008脳神経外科内科 医科

医療法人社団信明会 オリーブ訪問クリニック駒場 ｵﾘｰﾌﾞﾎｳﾓﾝｸﾘﾆｯｸｺﾏﾊﾞ 153-0041 東京都目黒区駒場１－２８－１ 田村ビル４０２ 03-6407-8256内科 医科
自由が丘ウロケアクリニック ｼﾞﾕｳｶﾞｵｶｳﾛｹｱｸﾘﾆｯｸ 152-0035 東京都目黒区自由が丘１－２４－６ ＧＲＯＶＥ１Ｆ 03-3723-2000泌尿器科 医科
自由が丘内科クリニック ｼﾞﾕｳｶﾞｵｶﾅｲｶｸﾘﾆｯｸ 152-0035 東京都目黒区自由が丘２－８－１７　 グランデ自由が丘１Ｆ 03-3723-7888内科 消化器内科呼吸器内科循環器内科内分泌代謝科アレルギー科泌尿器科 皮膚科 医科
おうちの診療所目黒 ｵｳﾁﾉｼﾝﾘｮｳｼﾞｮﾒｸﾞﾛ 152-0031 東京都目黒区中根１－６－１ ４階 03-5726-3383内科 外科 麻酔 精神科 皮膚科 医科
自由が丘わたなべ泌尿器科クリニック ｼﾞﾕｳｶﾞｵｶﾜﾀﾅﾍﾞﾋﾆｮｳｷｶｸﾘﾆｯｸ 152-0035 東京都目黒区自由が丘２－１５－１１　 自由が丘フラッツ1階 03-3718-1045泌尿器科 内科 医科

医療法人社団　優樹会 松村歯科クリニック ﾏﾂﾑﾗｼｶｸﾘﾆｯｸ 153-0044 東京都目黒区大橋２－２４－３ 中村ビル半地下１Ｆ　 03-5486-3322一般歯科 口腔外科 小児歯科 矯正歯科 歯科
益山歯科クリニック ﾏｽﾔﾏｼｶｸﾘﾆｯｸ 152-0022 東京都目黒区柿の木坂１－３０－１６ 松寿ハイツ２Ｆ 03-3725-5588歯科 歯科
まるやま歯科クリニック ﾏﾙﾔﾏｼｶｸﾘﾆｯｸ 153-0053 東京都目黒区五本木２－５４－１４ グレース五本木１Ｆ 03-6451-0948歯科 小児歯科 歯科

医療法人社団友誠会 有馬歯科医院 ｱﾘﾏｼｶｲｲﾝ 153-0042 東京都目黒区青葉台２－２１－１３ トーア青葉台マンション１０１ 03-3792-1801歯科 歯科口腔外科小児歯科 矯正歯科 歯科
芳賀歯科クリニック ﾊｶﾞｼｶｸﾘﾆｯｸ 152-0003 東京都目黒区碑文谷４－１５－６ 03-5721-8148歯科 歯科
川上歯科医院 ｶﾜｶﾐｼｶｲｲﾝ 153-0053 東京都目黒区五本木３－２４－７ 03-3711-1832歯科 小児歯科 歯科
小山歯科 ｺﾔﾏｼｶ 153-0051 東京都目黒区上目黒２－２５－１０ エルレーブ中目黒１０２ 03-5724-3500歯科 歯科
アクアデンタルクリニック ｱｸｱﾃﾞﾝﾀﾙｸﾘﾆｯｸ 153-0052 東京都目黒区祐天寺２－１４－１ フィオーレ祐天寺３Ｆ 03-3713-4443一般歯科 矯正歯科 歯科

医療法人社団項士会 石持デンタルオフィス ｲｼﾓﾁﾃﾞﾝﾀﾙｵﾌｨｽ 152-0035 東京都目黒区自由が丘２－４－３ 03-5701-6480歯科 小児歯科 矯正歯科 歯科


