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登録医番号 閉院情報 掲載済 法人名 院長名 所在地 ビル名 電話番号 ＦＡＸ番号 診療科

0001 ふくしま内科こどもクリニック 福島　優 東京都目黒区八雲１－４－１７　 クレスト２１ 03-5731-2201 03-5731-2202 内科 小児科 神経内科
0002 医療法人社団仁厚会　 安田診療所 安田　貢 東京都目黒区五本木２－８－２ 03-3712-1444 03-3713-4466 産婦人科 耳鼻咽喉科 歯科
0003 閉院 東玉川診療所 後藤　信幸 東京都世田谷区東玉川１－６－１１ 03-3748-8181 03-3748-8180 内科 胃腸科 外科
0004 横井こどもクリニック 横井　茂夫 東京都世田谷区砧６－３２－３ 03-5494-8615 03-5494-8616 小児科
0005 H25/01/53号 うえぼう耳鼻咽喉科 上房　啓祐 東京都世田谷区玉川３－３９－２７　 パレス玉川１Ｆ 03-3708-8722 03-3708-8299 耳鼻咽喉科
0006 小島耳鼻咽喉科クリニック 小島　幸枝 東京都目黒区祐天寺２－３－９ 03-3712-5555 03-3712-7328 耳鼻咽喉科 気管食道科
0007 西馬込りゅう眼科 劉　家華 東京都大田区南馬込５ー４０－１－Ｅ 03-5742-6363 03-5742-6364 眼科
0008 尾崎内科 尾崎　捷三 東京都世田谷区駒沢２－１４－１ 第２フォンタナ駒沢１０８ 03-3418-7700 03-3418-7700 内科
0009 H25/01/53号 世田谷あもう眼科クリニック 天羽　崇 東京都世田谷区世田谷２－３－６ オオゼキビル３Ｆ 03-5799-3399 03-5799-3389 眼科
0010 閉院 岸医院 岸　清一 東京都目黒区五本木１－３５－６ 03-3713-2221 03-3713-2250 皮膚科
0011 Ｈ26/01/57号 医療法人社団誠医会 とどろき駅前クリニック 内田　敬之 東京都世田谷区等々力３－１１－５ 03-5707-3808 03-5707-3808 一般内科 消化器内科 循環器内科
0012 藤村クリニック 藤村　敬二 東京都大田区南蒲田１－１－２３　 ファンクレスト羽鳥２０３ 03-3733-1345 03-3733-1345 精神科
0013 閉院 女塚クリニック 宇藤　章 東京都大田区西蒲田３－１－１３ 03-5747-3571 03-5747-3572 脳神経外科 内科 リハビリ科
0014 やまおかこどもクリニック 山岡　光子 東京都世田谷区赤堤４－２０－１　 古谷ビル１Ｆ 03-5355-5072 03-5355-5073 小児科 内科 アレルギー科
0015 閉院 三浦医院 三浦 恒祐 東京都目黒区鷹番１－１４－６ 03-3714-6361 03-3714-6362 内科 小児科
0016 閉院 都立大駅前クリニック 王　鑄軍 東京都目黒区平町１－２６－１８　第一ベルハウス１０1 03-3723-8479 03-3723-8479 皮膚科
0017 大沢歯科医院 大沢　成美 東京都目黒区八雲１－３－１７ 03-3718-1651 03-3723-3213 歯科
0018 小林歯科医院 小林　泰治 東京都目黒区八雲１－４－１８　 グレース丸仙ビル２Ｆ 03-3724-2335 03-3724-2335 歯科
0019 ひご皮膚科クリニック 肥後　尚孝 東京都大田区西蒲田７－２８－６　 モチヅキビル２Ｆ 03-3730-4112 03-3730-4112 皮膚科
0020 × ほしの内科アレルギークリニック 星野　博 東京都世田谷区桜３－２－１７　 ＤＳ桜ビル２階 03-5426-6567 03-5426-6568 内科 呼吸器科 アレルギー科 小児科
0021 H21/10/40号 笠井耳鼻咽喉科クリニック 笠井　創 東京都目黒区自由が丘１－２９－１４　 Ｊ－フロントビル３Ｆ 03-5729-4187 03-5729-4188 耳鼻咽喉科
0022 閉院 桜新町リハビリテーションクリニック 長谷川　幹 東京都世田谷区桜新町２－３１－５ 03-5451-5631 03-5451-5633 リハビリ科
0023 閉院 新藤内科クリニック 新藤　徹 東京都世田谷区羽根木１－３１－２１　 ドクターズプラザ羽根木３Ｆ 03-3321-5050 03-3321-5050 内科
0024 阿部医院 清水　惠一郎 東京都目黒区平町２－５－７ 03-3717-2288 03-3718-0481 内科 小児科
0025 医療法人社団鹿苑会　 山王クリニック 高橋　玲子 東京都大田区山王２－５－３　 伊川ビル2階 03-5742-1700 03-5742-5080 精神科 心療内科 内科 小児科
0026 和田歯科医院 和田　中 東京都世田谷区東玉川２－１１－２２ 03-3727-7855 03-3727-7855 歯科
0027 医療法人財団天京会　 植村小児科内科 植村　浩行 東京都大田区大森北１－３２－８　 黒沼ビル1F 03-3765-0305 03-3765-0305 小児科 内科
0028 医療法人社団宏仁会　千葉医院 千葉　彰彦 東京都大田区大森北５－１２－１０ 03-3761-8841 03-3765-0366 耳鼻咽喉科 外科 皮膚科 胃腸科
0029 ちとせ台内科クリニック 松川　雅也 東京都世田谷区千歳台５－１８－１０　 千歳台第１ビル２Ｆ 03-3789-8855 03-3789-7780 内科 胃腸科
0030 きたみ泌尿器科クリニック 塩澤　寛明 東京都世田谷区喜多見８－１９－１４　 ツーエムビル１Ｆ 03-3417-7121 03-3417-7122 泌尿器科
0031 菅外科・整形外科医院 菅　剛猛 東京都世田谷区代田１－１－５ 03-3414-5286 03-3412-4554 整形外科 外科
0032 岩崎内科クリニック 岩崎　高明 東京都世田谷区三軒茶屋２－５６－７　 グランドメゾン三軒茶屋の杜１０２ 03-3419-1085 03-3419-1085 内科 胃腸科 小児科
0033 医療法人社団　三軒茶屋　 光寿眼科クリニック 三好　秀憲 東京都世田谷区太子堂４－1－１　 キャロットタワー２F 03-3795-9001 03-3419-8869 眼科
0034 H２８/１/６５号 冬城産婦人科医院 冬城　高久 東京都世田谷区深沢６－２０－８ 03-3701-5681 03-3701-6185 産婦人科
0035 閉院 山本歯科医院 山本　貞之 東京都世田谷区太子堂４－３３－７ 03-3421-5551 03-3421-5551 歯科
0036 浅川クリニック 浅川　一洋 東京都世田谷区世田谷１－３－８ 03-3420-0032 03-3420-0052 内科 リハビリ科
0037 医療法人社団日慈会　北医院　 北　俊典 東京都世田谷区代沢４－３２－１０ 03-3422-4780 03-3422-4780 内科 外科
0038 桜田内科クリニック 桜田　正仁 東京都世田谷区船橋１－２９－３　 サンステージ２Ｆ 03-3706-2302 03-3706-2302 内科 消化器科 呼吸器科
0039 Ｈ26/07/59号 タナベ皮フ科クリニック 田邉　和美 東京都世田谷区太子堂４－２６－１２　 くらしの友三軒茶屋ビル３Ｆ 03-3418-5711 03-3418-5712 皮膚科
0040 まさき耳鼻咽喉科 真崎　正美 東京都目黒区鷹番３－７－８ 03-5724-8733 03-5724-8734 耳鼻咽喉科
0041 さくら歯科 古畑　英子 東京都世田谷区玉川台１－１３－１４　２Ｆ 03-3709-8280 03-3709-8280 歯科
0042 経堂整形外科 下　盛勝 東京都世田谷区経堂２－５－１６ 03-3439-8681 03-5450-4138 整形外科 リハビリ科 リウマチ科
0043 閉院 医療法人高静会　サナダ歯科医院 真田　達秀 東京都世田谷区野沢２－３４－２　サンワイズ野沢１Ｆ 03-3418-0151 03-3418-0151 歯科
0044 弦巻整形外科 崔　泰栄 東京都世田谷区弦巻３－８－８ 03-3420-5570 03-3420-5570 整形外科 内科
0045 みや整形外科 宮　有作 東京都世田谷区駒沢５－２６－７　 駒沢ﾊﾟｰｸｻｲﾄﾞﾃﾗｽＮｏｒｔｈ棟２Ｆ 03-5779-8808 03-5779-8807 整形外科 リハビリ科 リウマチ科
0046 医療法人社団弘久会　堀越医院 堀越　淳 東京都大田区南久が原２－５－２１ 03-3753-3731 03-3753-3153 内科 循環器科 外科 小児科
0047 H21/01/37号 三軒茶屋ﾒﾘｰﾚﾃﾞｨｰｽｸﾘﾆｯｸ 長岡　理明 東京都世田谷区太子堂２－１５－１　 野村三軒茶屋ビル２Ｆ 03-5433-1162 03-5433-1163 産婦人科 内科 皮膚科
0048 閉院 山岸眼科クリニック 山岸　由花子 東京都世田谷区赤堤１－１５－１７ 03-3327-2020 03-3327-7755 眼科
0049 竹川内科医院 竹川　享 東京都世田谷区宮坂１－４１－２０ 03-3706-2341 03-3706-2800 内科
0050 武本整形外科 武本　雅治 東京都大田区南雪谷２－２－１３　 ウィズフジマサビル３Ｆ 03-3748-3121 03-3748-3055 整形外科
0051 中目黒レディースクリニック 中島　敏男 東京都目黒区上目黒１－１６－８　 クリスタルビル 03-3760-4664 03-3760-4744 産婦人科
0052 小山内科消化器科クリニック 小山　優 東京都目黒区上目黒３－２－２　 フジビル２Ｆ 03-5725-5570 03-5725-5571 内科 消化器科 泌尿器科
0053 松原診療所 小池　キャサリ東京都世田谷区中町２－３７－１９ 03-3701-1233 03-3701-1105 内科 小児科 耳鼻咽喉科 皮膚科 肛門科
0054 医療法人社団映光会　中目黒眼科 杉本　由佳 東京都目黒区上目黒３－７－７ 03-3793-0850 03-3793-0852 眼科
0055 医療法人社団夜想会　 用賀メンタルクリニック 安藤　貴紀 東京都世田谷区用賀４－９－７　３Ｆ 03-5716-5121 03-5716-5122 心療内科 内科 精神科
0056 武田整形外科 武田　忠浩 東京都世田谷区玉川３－３９－７ 03-3708-2250 03-3700-6585 整形外科
0057 更家内科クリニック 更家　英雄 東京都世田谷区等々力８－１４－１４ 03-3702-4968 03-3702-4969 内科 消化器科 循環器科 アレルギー科 小児科
0058 閉院 ファミリークリニック用賀 小沢　桂 世田谷区用賀1-3-1 03-3702-4826
0059 医療法人社団　加藤内科クリニック 加藤　陽一 東京都目黒区上目黒３－１－１４－２０２ 03-3792-8710 03-3792-2053 内科 循環器科
0060 閉院 岩井クリニック 岩井　政清 東京都世田谷区三軒茶屋１－３７－８　ワコーレ６４ビル２Ｆ 03-3422-2127 03-3422-2127 産婦人科 内科
0061 7と重複のため ヨコヤマクリニック 横山　拓也 東京都大田区仲六郷１－５６－１０ 03-3733-4771 03-3733-4773 外科 胃腸科 内科 循環器科 眼科
0062 医療法人社団マグノリア会　 梶原クリニック 梶原　敏英 東京都世田谷区松原６－３５－６ 03-5301-5656 03-5301-5689 整形外科 内科 リウマチ科 リハビリ科
0063 おがわ歯科医院 小川　俊人 東京都目黒区目黒本町４－７－１１ 03-3712-5696 03-3712-5696 歯科
0064 閉院 杉田診療所 杉田　浩 東京都目黒区目黒１－５－１９　目黒第一ビル２Ｆ 目黒第一ビル２Ｆ 03-3491-0778 03-3498-0778 内科 小児科
0065 二子玉川ヤスダクリニック 安田　昇平 東京都世田谷区玉川２－２７－８　 玉川高島屋Ｓ・Ｃケヤキコート３Ｆ 03-5797-5866 03-5797-5833 形成外科 皮膚科 美容外科
0066 加賀クリニック 加賀　文貴 東京都世田谷区下馬３－７－４ 03-5486-8881 03-5486-8881 内科 皮膚科
0067 佐藤歯科 佐藤　幹武 東京都世田谷区玉川2-2-1-117 03-3709-1044 03-3709-1044 歯科
0068 閉院 医療法人社団　向後眼科医院 向後　富次男 東京都世田谷区祖師谷３－３７－１８ 03-3483-5225 03-3483-2017 眼科
0069 義典デンタルオフィス 小枝　義典 東京都目黒区目黒１－４－６　 弥生ビル４Ｆ 03-5496-4696 03-5496-4696 歯科
0070 医療法人社団慶仁会　 スガノ歯科クリニック 菅野　友莉加 東京都目黒区目黒４－１１－７　 スダビル１Ｆ 03-3715-1884 03-3715-1037 歯科
0071 医療法人社団一陽会　髙野整形外科 髙野　吉則 東京都大田区仲六郷２－３０－５ 03-3733-3963 03-3732-0759 整形外科
0072 Ｈ25/10/56号 にっとのクリニック 荻原　仁美 東京都目黒区原町２－１４－１７ 03-5704-4092 03-5704-5820 眼科 小児科 内科 アレルギー科
0073 星医院　 星　一 東京都世田谷区松原５－５－１ 03-3325-3080 03-3325-3190 内科 小児科
0074 医療法人社団糖祐会　 ゆうてんじ内科　 下川　耕太郎 東京都目黒区五本木１－１３－１２　 ルミックス祐天寺１Ｆ 03-5724-5222 03-5724-5223 内科 呼吸器科 循環器科
0075 閉院 鈴木整形外科 鈴木　純一 東京都世田谷区太子堂５－９－６ 03-3419-3519 03-3419-3519 整形外科 リウマチ科 リハビリ科
0076 板津医院 板津　安彦 東京都目黒区東山３－１２－１　 コジマビル２Ｆ 03-5768-0808 03-5768-0860 内科
0077 池ノ上産婦人科医院 住吉　宗三 東京都世田谷区北沢１－４１－６ 03-3467-4608 03-3467-0660 産婦人科
0078 H23/04/46号 平井医院 平井　淳 東京都世田谷区尾山台３－２８－１５ 03-5760-3557 03-5760-3799 内科 胃腸科 外科
0079 閉院 小林耳鼻咽喉科 小林　央雄 東京都大田区矢口１－７－１８ 03-3757-2901 03-3750-3983 耳鼻咽喉科
0080 堀耳鼻咽喉科医院 堀　雅明 東京都大田区西蒲田７－１２－６－１０１ 03-3731-3108 03-3731-3145 耳鼻咽喉科
0081 H20/06/35号 医療法人社団慈麗会　 蓮沼クリニック 蓮沼　裕子 東京都世田谷区桜新町２－８－２　 MIYATAビル２Ｆ 03-3420-7060 03-3420-7074 内科
0082 閉院 篠原医院 篠原　多恵子 東京都目黒区平町１－２５－２２ 03-3717-6776 03-3717-6776 内科 小児科
0083 大和内科・消化器内科クリニック 大和　滋 東京都世田谷区奥沢３－３５－５ 03-3727-5100 03-3727-5100 内科 消化器内科
0084 鐘ヶ江歯科医院 鐘ヶ江　修 東京都目黒区目黒本町５－１６－１２ 03-3712-1007 03-3712-1007 歯科
0085 閉院 経堂診療所 木林　由勝 東京都世田谷区経堂１－１５－２０ 03-3429-6237 03-3429-6522 内科 小児科 放射線科
0086 萩原歯科クリニック 萩原　正秀 東京都世田谷区鎌田３－１２－１６　 ヴィアードステージ２０８ 03-3749-8778 03-3749-8774 歯科
0087 閉院 そしがや整形外科 寺井　誠一 東京都世田谷区祖師谷１－１１－１２ 03-3789-1991 03-3789-1991 整形外科
0088 中原医院 中原　正雄 東京都大田区北千束３－３３－３ 03-3729-5858 03-3727-5187 内科 消化器科
0089 久が原眼科 芹沢　聡志 東京都大田区久が原３－３４－１３ 102 03-5700-6057 03-5700-6057 眼科 小児眼科
0090 大矢クリニック 大矢　徹 東京都世田谷区祖師谷３－２７－７ 03-3483-2816 03-3483-2960 内科 放射線科
0091 閉院 瀬田眼科医院 羽飼　昭 東京都世田谷区瀬田４－２５－７ 03-3700-3856 03-3700-8878 眼科
0092 閉院 H20/10/36号 河﨑内科クリニック 河﨑　恒久 東京都世田谷区深沢２－１３－２１ 03-5707-9520 03-5707-9521 内科 消化器科
0093 矢野医院 矢野　健太郎 東京都世田谷区池尻３－４－５ 03-3421-0220 03-3421-0220 内科 在宅医療
0094 柿の木坂クリニック 矢谷　哲也 東京都目黒区柿の木坂２－８－１４ 03-5726-3422 03-5726-3423 内科 小児科 心療内科
0095 中山医院 中山　俊威 東京都目黒区八雲１－１１－２１ 03-3723-0768 03-3723-0768 内科 小児科 放射線科
0096 梶原内科クリニック 梶原　由美子 東京都世田谷区代田３－１－３－１０２ 03-3424-8777 03-3424-2170 内科
0097 風間歯科医院 風間　敏禎 東京都目黒区祐天寺２－７－２４ 03-3715-0648 03-3791-0380 歯科
0098 用賀クリニック 川崎　浩司 東京都世田谷区玉川台２－２２－１６　 パークヒル用賀Ⅲ１Ｆ 03-3709-6255 03-3709-6255 小児科 内科
0099 医療法人社団輝実会　 とくやすクリニック 徳安　公之 東京都大田区大森西６－１３－１６　 ＭＫビル３Ｆ 03-5753-0888 03-5753-1566 内科 外科 皮膚科 胃腸科 肛門科
0100 吉田整形外科医院 吉田　稔 東京都目黒区上目黒３－１１－５ 03-3792-2222 03-3792-2626 整形外科
0101 滝本医院 滝本　増穂 東京都世田谷区用賀２－３６－１２ 03-3700-3723 03-3708-4087 内科 放射線科
0102 松井内科クリニック 松井　豊裕 東京都目黒区上目黒２－９－２４ 03-3715-6552 03-3715-6552 内科 神経内科 循環器科 小児科
0103 藤井内科クリニック 藤井　大吾 東京都大田区南馬込６－１－８ 03-3774-0633 03-5718-7324 内科 消化器科 循環器科
0104 H28/10/68号 うたクリニック内科消化器内科 宇多　慶記 東京都世田谷区上野毛１－３０－２２ 03-6382-8111 03-3702-0636 内科 消化器科
0105 医療法人社団白和会　用賀皮膚科 白井　洋司 東京都世田谷区用賀４－１１－１０　 サンエイ用賀３Ｆ 03-3700-1239 03-3700-2349 皮膚科
0106 H21/04/38号 樺クリニック 樺　恵 東京都世田谷区弦巻4-2-18 03-5451-7211 03-5451-7212 内科
0107 Ｈ25/07/55号 こうらクリニック 児浦　利哉 東京都世田谷区豪徳寺１－２３－２２ 03-3425-2333 03-3425-2333 内科 小児科 皮膚科 呼吸器科 アレルギー科 形成外科
0108 山口歯科医院 山口　勝康 東京都世田谷区成城５－８－２ 03-3484-1528 03-3484-8008 歯科
0109 山本歯科クリニック 山本　卓 東京都世田谷区等々力２－１－２　 スクエアビル２Ｆ 03-3705-8148 03-3705-8148 歯科
0110 鴻上内科医院 鴻上　健一 東京都世田谷区梅丘１－１１－３ 03-3420-5219 03-3420-5792 内科 消化器科
0111 永井歯科 永井　大 東京都世田谷区上野毛１－７－１２ 03-3703-5616 03-3703-5616 歯科
0112 H20/10/36号 医療法人社団岩畔会　 学芸大駅前クリニック 岩畔　彪 東京都目黒区鷹番２－２０－１０　 学大８０ビル３Ｆ 03-3793-8170 03-3792-0852 内科 消化器科 循環器科 小児科
0113 二本松クリニック 髙橋　通 東京都世田谷区用賀４－３２－５ 03-3700-2025 03-3700-2025 耳鼻咽喉科 内科 循環器科
0114 村井歯科医院 村井　眞木 東京都世田谷区岡本１－２５－１２ 03-3700-5191 03-3700-5191 歯科
0115 野村クリニック 野村　友清 東京都世田谷区若林４－２１－１５　 みなとビル１Ｆ 03-3795-1511 03-3795-1510 内科 呼吸器科 循環器科 外科
0116 大森クリニック 大森　房之 東京都世田谷区桜上水１－９－２ 03-3302-6121 03-3302-6107 内科 皮膚科
0117 恵和クリニック 加藤　理 東京都世田谷区赤堤１－３７－７ 03-5301-2541 03-5301-2541 内科 循環器科
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0118 中目黒四家クリニック 四家　敏秀 東京都目黒区上目黒１－１８－４　 セルジェビル３０１ 03-3711-4805 03-3711-4803 内科
0119 髙橋眼科医院 髙橋　次郎 東京都世田谷区桜丘２－１３－６ 03-3427-3151 03-3427-4361 眼科
0120 広浜内科クリニック 広浜　恵生 東京都大田区矢口１－６－１７ 03-5741-8333 03-5741-8332 内科
0121 松井診療所 松井　比呂美 東京都目黒区目黒本町４－２－２０ 03-3716-4895 03-3794-0868 内科 小児科 放射線科
0122 社会福祉法人清徳会　 特別養護老人ホーム清徳苑　　 松井　清徳 東京都目黒区目黒本町４－２－１ 03-3794-5577 03-3794-0868 老人ホーム 内科 放射線科
0123 医療法人社団潤愛会　 板谷クリニック 板谷　光慶 東京都世田谷区奥沢２－１０－１２ 03-3723-0655 03-3723-0656 内科 消化器科 循環器科 外科
0124 ＩＫ歯科医院 石上　和紀 東京都世田谷区船橋１－１１－１２　 産興ビル２Ｆ 03-3425-1308 03-3425-1308 歯科
0125 H22/04/42号 医療法人社団良優会　 駒沢腎クリニック　 中村　良一 東京都世田谷区駒沢１－９－８　 アーバネスト駒沢３Ｆ 03-3411-7377 03-3411-9801 内科 循環器科 透析科 在宅診療
0126 閉院 保仁クリニック 谷保　直仁 東京都大田区池上３－３２－１７　ツインウッドスクエアビル１Ｆ 03-5747-1148 03-5747-1149 循環器科 内科 リハビリ科 整形外科
0127 閉院 吉沢内科胃腸科クリニック 吉沢　国彦 東京都世田谷区経堂２－１５－１３ 03-3427-0860 03-3427-0859 内科 胃腸科
0128 代沢さくら醫院 小林　建一 東京都世田谷区代沢４－４５－１９ The　Season代沢１Ｆ 03-3412-2911 03-3412-1958 内科 消化器科 外科
0129 こんどう医院 近藤　俊彦 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 03-5768-7319 内科 消化器科 外科 肛門科
0130 岩間歯科 岩間　渉 東京都世田谷区上野毛４－１４－１４ 03-3704-8281 03-3704-8281 歯科 小児歯科 矯正歯科
0131 代沢診療所 菅　節士 東京都世田谷区代沢５－３０－９ 03-3419-5401 03-3419-5401 外科 内科 整形外科 泌尿器科
0132 閉院 天野クリニック 天野　亘 東京都世田谷区等々力６－３７－１２　糀屋ビル２Ｆ 03-5758-7877 03-5758-7878 内科 循環器科 呼吸器科 アレルギー科
0133 医療法人社団　優恵会　 銀座よしえクリニック大岡山院 廣瀬　嘉恵 東京都大田区北千束１－４５－１１　 風月堂ビル３Ｆ 03-5701-5006 03-5701-7066 皮膚科 美容皮膚科
0134 髙橋歯科醫院 髙橋　静男 東京都世田谷区用賀４－３０－５ 03-3700-5811 03-3700-5811 歯科 小児歯科 矯正歯科
0135 閉院 松田小児科 松田　光彦 東京都目黒区自由が丘３－７－３ 03-3718-2520 03-3723-4667 小児科
0136 森山医院 森山　義和 東京都世田谷区中町２－１７－２０ 03-3701-6621 03-3701-6926 内科 消化器科 外科 皮膚科
0137 かまたメンタルクリニック 松浦　信典 東京都大田区西蒲田８－１－７　 グランタウンビル３Ｆ 03-5714-7828 03-5714-7829 精神科 神経科
0138 尾山台眼科 小池　明彦 東京都世田谷区等々力２－１－１５ 03-3703-2704 03-3791-3304 眼科
0139 新井ヒフ科クリニック 新井　裕子 東京都目黒区平町１－２７－５　 フレール２Ｆ 03-3723-2467 03-3718-2312 皮膚科
0140 ソアレメディカルクリニック 田島　かほる 東京都目黒区平町１－２６－３　 スミール都立大２０１ 03-6909-2761 03-6909-2762 内科 消化器科 心療内科
0141 閉院 有福医院 有福　孝徳 東京都大田区西糀谷３－１４－４ 03-3741-1959 03-3741-1959 内科 消化器科 小児科 外科 肛門科 放射線科
0142 藤倉医院 藤倉　信一郎 東京都大田区南蒲田１－３－１２ 03-3731-5938 03-3731-5938 消化器科 内科
0143 杉本クリニック 杉本　裕之 東京都世田谷区上野毛１－１４－１－１０１　　 03-5758-3471 03-5758-3472 内科 小児科 胃腸科 アレルギー科
0144 ふかざわ歯科クリニック 山本　哲也 東京都世田谷区深沢５－５－１６－３Ｆ 03-5752-0614 03-5752-0614 歯科 歯科口腔外科 小児歯科 矯正歯科
0145 閉院 鎌田医院 鎌田　勝甫 東京都大田区仲六郷１－１０－１１ 03-3738-5208 03-3738-5208 内科
0146 閉院 田渕整形外科クリニック 田渕　健一 東京都世田谷区豪徳寺２－３１－８ 03-5451-7878 03-5451-7877 整形外科
0147 閉院 小岸歯科医院 小岸　正之 東京都世田谷区世田谷１－２０－４ 03-3429-2837 03-3429-8148 歯科
0148 井上眼科クリニック 井上　豊乃 東京都世田谷区用賀１－２２－２ 03-3705-0011 03-3705-0018 眼科
0149 上杉医院 上杉　秀永 東京都世田谷区中町１－１９－１９ 03-5706-0777 03-5706-0777 内科
0150 医療法人勝菜会　古部クリニック 古部　勝 東京都大田区南六郷２－２１－１０　 ハイネスＴ.Ｓ.１Ｆ 03-3737-7833 03-3737-7834 内科
0151 松陰外科胃腸科医院 藤崎　宣吉 東京都世田谷区若林５－１８－５ 03-3414-0694 03-3411-0088 外科 胃腸科
0152 医療法人社団相生会　 どうどうクリニック 小柳　英樹 東京都大田区仲池上１－３１－１３ 03-5747-2333 03-5747-2888 小児科 内科
0153 H24/04/50号 赤堤クリニック 長田　次夫 東京都世田谷区赤堤１－１－４ 03-5376-1131 03-5376-1132 循環器科 内科 消化器科 リハビリ科
0154 雨宮内科 雨宮　こずえ 東京都世田谷区深沢６－３０－１３ 03-3701-5920 03-3701-5920 内科 消化器内科 小児科 循環器内科 呼吸器内科
0155 医療法人社団徹心会　 徹歯科クリニック 吉田　徹 東京都目黒区八雲１－３－４　 ポケットプラザ２Ｆ 03-3718-0668 03-3718-0668 歯科
0156 井上医院 井上　毅 東京都世田谷区松原６－１－１０ 03-3323-0764 03-3323-0782 内科 循環器科 消化器科 小児科
0157 玉川歯科医院 金原　研 東京都世田谷区玉川３－１５－１６　 金原ビル２Ｆ 03-3700-6448 03-3700-6937 歯科
0158 医療法人社団法山会　山下診療所　 山下　巖 東京都目黒区自由が丘１－３０－３　 東急ビル７Ｆ 03-3724-3811 03-3718-3811 歯科 口腔外科 矯正科 小児歯科 内科
0159 ひらやまクリニック耳鼻咽喉科 平山　方俊 東京都世田谷区代沢３－１２－２３ 03-5779-1835 03-5779-1836 耳鼻咽喉科 眼科
0160 三軒茶屋神経科心療内科クリニック 大坪　由貴 東京都世田谷区太子堂４－２７－１１ 03-3795-7744 03-3795-7775 精神科 心療内科
0161 丸山内科医院 丸山　善啓 東京都世田谷区等々力８－６－３ 03-3701-6457 03-3701-6457 内科
0162 戸塚小児科 戸塚　保 東京都世田谷区三軒茶屋２－４７－６ 03-3414-8835 03-3414-8835 内科 小児科
0163 閉院 亀井内科・神経内科クリニック 亀井　敦行 東京都世田谷区奥沢４－１５－７ 03-3726-1108 03-5499-2986 内科 神経内科 精神科
0164 栗原歯科医院 栗原　實 東京都世田谷区駒沢２－３５－９ 03-3414-7775 03-3414-7775 歯科
0165 閉院 佐々内科クリニック 佐々　英一 東京都世田谷区深沢７－２４－２５ 03-3704-2203 03-3704-1822 内科
0166 医療法人社団　冨塚歯科医院 冨塚　高利 東京都世田谷区上用賀５－２７－１８ 03-3426-2009 03-3426-2009 歯科
0167 小森歯科クリニック 小森　幸道 東京都世田谷区太子堂５－１１－４ 03-3412-4777 03-3412-4777 歯科
0168 古屋整形外科 古屋　公之 東京都世田谷区上野毛４－２４－１５ 03-3700-8010 03-3700-8064 整形外科 リハビリ科
0169 Ｈ24/10/52号 小松内科クリニック 小松　英嗣 東京都世田谷区奥沢５－２５－１１ 03-3717-7772 03-3717-7775 内科 小児科 消化器内科
0170 閉院 蒲田整形外科内科 中西　健夫 東京都大田区蒲田２－７－１ 03-3735-2033 03-3735-2033 整形外科 内科
0171 すけがわクリニック 祐川　隆平 東京都目黒区下目黒３－１３－８ 03-3760-8642 03-3760-8642 内科 小児科 循環器科
0172 友成クリニック 友成　治夫 東京都目黒区目黒４－１０－１０ 03-3715-1181 03-3715-5669 内科
0173 H22/01/41号 医療法人社団　田口医院 田口　豊 東京都目黒区碑文谷６－７－４－１０１ 03-3714-0188 03-3714-0188 小児科 内科
0174 平田クリニック 平田　昌二 東京都目黒区平町１－２６－２０ 03-3717-7256 03-3717-5608 産婦人科 内科
0175 閉院 毛利歯科医院 毛利　嘉彦 東京都世田谷区野沢４－２－１０　野沢ビル２Ｆ 野沢ビル２Ｆ 03-3418-0648 03-3418-0648 歯科
0176 藤井内科医院 藤井　裕介 東京都世田谷区代田３－４３－１２ 03-3414-5557 03-3414-5557 内科 循環器科 消化器科
0177 穴澤眼科 穴澤　晃一 東京都目黒区鷹番３－１２－３ 03-3712-7441 03-3712-7441 眼科
0178 谷川医院 谷川　惠 東京都大田区南久が原１－８－１６ 03-3751-3198 03-3751-3080 内科 小児科
0179 中野歯科医院 中野　幹夫 東京都世田谷区野沢２－２０－３ 03-3421-2229 03-3421-2229 歯科
0180 飯田歯科医院 飯田　良昭 東京都目黒区目黒３－９－３ 03-3793-3099 03-3793-3087 歯科
0181 香川内科クリニック 香川　隆男 東京都世田谷区粕谷３－１０－１２ 03-3305-3723 03-3305-3723 内科 胃腸科
0182 閉院 有川医院 有川　早治 東京都大田区南蒲田２－８－２４ 03-3731-3409 03-3739-6625 内科
0183 閉院 堀歯科医院 堀　春男 東京都世田谷区船橋１－１－５　 アジア堂ビル3Ｆ 03-3429-0668 03-3429-0668 歯科
0184 閉院 九島医院 九島　璋二 東京都目黒区目黒本町６－２０－１３ 03-3712-0645 03-3712-8477 産婦人科
0185 閉院 河野医院 河野　嘉昭 東京都世田谷区松原２－２３－５ 03-3321-1810 03-3321-1580 外科 整形外科
0186 円山歯科 円山　義信 東京都世田谷区三宿２－１０－２１ 03-3413-8148 03-3413-8148 歯科
0187 シノヅカデンタルクリニック 篠塚　恵造 東京都世田谷区上野毛１－２５－７　 粕谷ビル２Ｆ 03-5706-8949 03-5706-8949 歯科
0188 H24/01/49号 よこや歯科 横矢　重忠 東京都目黒区中目黒１－１１－１２　 手塚ビル２Ｆ 03-3712-6480 03-3712-6483 歯科
0189 成城皮膚科 野村　房江 東京都世田谷区成城２－３９－３ 03-3417-5020 03-3417-5020 皮膚科
0190 渡辺医院 渡邉　慶太 東京都大田区西糀谷２－２４－４ 03-3741-2531 03-3741-2531 内科 消化器科 循環器科
0191 笹間歯科医院 笹間　恭子 東京都世田谷区深沢５－１３－２ 03-3701-5050 03-3701-5050 歯科
0192 閉院 医療法人社団　石塚デンタルクリニック 石塚　春恵 東京都世田谷区駒沢３－３１－１ 03-5701-1386
0193 H21/01/37号 菅澤医院 菅澤　敏夫 東京都世田谷区中町４－３１－１３ 03-3701-1650 03-3701-1650 内科 小児科
0194 佐藤診療所 佐藤　周三 東京都世田谷区用賀２－３５－４ 03-5491-7745 03-5491-7746 内科 小児科 脳神経外科 外科 整形外科 循環器科 リハビリ科
0195 小林耳鼻咽喉科医院 小林　宏成 東京都世田谷区若林５－１４－４ 03-3413-2062 03-3413-2062 耳鼻咽喉科
0196 医療法人社団歯生会　眞坂歯科医院 眞坂　信夫 東京都世田谷区奥沢５－２６－９　 自由が丘栄ビル３Ｆ 03-3718-8470 03-3718-9109 歯科
0197 木暮医院 新井　美樹 東京都目黒区碑文谷４－１８－１１－２Ｆ 03-3715-5903 03-3715-5903 精神科 心療内科
0198 閉院 グロリア歯科室 網島　正也 東京都世田谷区宮坂３－１２－１７　 渡辺ビル２Ｆ 03-3427-2750 03-3427-2750 歯科
0199 閉院 山田医院 山田　伸明 東京都世田谷区奥沢５－２６－１６ 03-3724-5831 外科
0200 二子玉川美容外科クリニック 加治佐　卓也 東京都世田谷区玉川３－６－５　 ＭＲＥビル３Ｆ 03-5491-5588 03-5491-0122 美容外科 美容皮膚科
0201 北千束整形外科 神田　良介 東京都大田区北千束３－１７－１０ 03-3748-8100 03-3748-8101 整形外科 内科 小児科 リウマチ科 リハビリ科
0202 賀本整形外科 賀本　耕史 東京都大田区南蒲田１－７－１６　 美里ナイス１０１ 03-3732-7730 03-3732-7730 整形外科 リウマチ科 リハビリ科
0203 松本歯科医院 松本　一臣 東京都世田谷区駒沢２－１２－２ 03-3421-0022 03-3421-0022 歯科
0204 佐藤歯科クリニック 佐藤　直秀 東京都世田谷区代沢４－４４－２　 下北沢ビル１Ｆ 03-5431-0224 03-5431-0225 歯科 小児歯科 口腔外科
0205 医療法人社団晋裕会　 烏山肛門大腸泌尿器ｸﾘﾆｯｸ水本医院 水本　晋作 東京都世田谷区北烏山９－１６－２３ 03-3300-0003 03-3300-0269 肛門科 泌尿器科
0206 閉院 下重医院 下重　正子 東京都大田区大森北４－１８－８ 03-3761-2645 内科 循環器科 糖尿病科 小児科
0207 閉院 勝部歯科医院 勝部　寛 東京都目黒区目黒２－１１－１４　大鳥ビル２Ｆ 03-3492-0549 03-3492-0549 歯科
0208 医療法人社団　しんクリニック 辛　浩基 東京都大田区西蒲田７－５－１１　 ツユキビル４Ｆ 03-3738-1112 03-3738-1119 内科 糖尿病科 眼科
0209 閉院 西蒲田内科 菊地　陽三 東京都大田区西蒲田７－４５－４ 03-3734-3939 内科
0210 田村歯科医院 田村　良 東京都目黒区八雲１－５－５ プレイス八雲１Ｆ 03-5726-3718 03-5726-3418 歯科 矯正 小児歯科
0211 北條医院 北條　稔 東京都大田区大森北３－４－５ 03-3768-0066 03-3763-8886 内科 小児科
0212 村上歯科産婦人科クリニック 村上　章 東京都世田谷区太子堂４－２５－６ 03-3795-8811 03-3795-8809 婦人科 歯科
0213 Ｈ26/04/58号 神津内科クリニック 神津　仁 東京都世田谷区若林５－４－７ 03-5481-4114 03-5481-4112 内科 神経内科 心療内科 在宅診療
0214 医療法人社団敬知会　 下北沢トモクリニック 村上　知文 東京都世田谷区北沢２－３５－２ 第３シンヤシキビル３階３０２号室 03-3469-3330 03-3469-3380 内科 消化器科 循環器科
0215 閉院 新妻医院 新妻　忠 東京都世田谷区宮坂２－１７－２　英月ビル１Ｆ 03-3420-7468 03-3420-7523 皮膚科
0216 H22/07/43号 森医院 森　一郎 東京都目黒区自由が丘２－２２－３ 03-3718-0011 03-3718-0011 総合内科 消化器科 皮膚科 外科
0217 森田レディスクリニック 森田　良子 東京都目黒区中目黒１－１－１８－２Ｆ 03-3760-0256 03-3760-0612 産婦人科
0218 閉院 芳賀医院 芳賀　陽子 東京都目黒区自由が丘２－１５－１１ 03-3725-5010 03-3725-5010 外科 内科 肛門科
0219 医療法人社団恵比須会　 介護老人保健施設ふかさわ 會田　巖 東京都世田谷区深沢１－９－３ 03-3701-1164 03-3701-1181 内科 外科 老健施設
0220 閉院 おおくぼ内科医院 大久保　忠信 東京都世田谷区赤堤２－４４－１０ 03-5355-7811 03-5355-7810 内科 アレルギー科 リウマチ科
0221 伊藤メディカルクリニック 花岡　嘉奈子 東京都大田区蒲田５－２７－１０　 蒲田ＴＫビル３Ｆ 03-3731-2122 03-3731-2160 内科 皮膚科 産婦人科
0222 中田歯科医院 中田　裕康 東京都大田区西六郷２－３８－１ 03-3738-2655 03-3738-2655 歯科
0223 中野歯科医院 中野　幸夫 東京都世田谷区上用賀１－１－５　 栄ビル1F 03-3700-6011 03-3707-1885 歯科
0224 閉院 こだいら小児科 古平　金次郎 東京都世田谷区野沢３－２－８－１０１ 03-3410-2373 03-3424-6031 小児科
0225 成城外科整形外科 小林　明郎 東京都世田谷区成城２－３５－１８ 03-3417-0577 03-3417-2112 整形外科 リハビリ科 外科 皮膚科
0226 島貫歯科医院 島貫　博 東京都世田谷区玉川台１－５－１１ 03-3700-8008 03-3700-8254 歯科 小児歯科
0227 H20/01/33号 岡﨑内科クリニック 岡﨑　怜子 東京都世田谷区深沢５－３６－１８ 03-5758-3680 03-5758-3685 内科
0228 閉院 小野産婦人科 小野　倫一 東京都世田谷区玉川台２－１１－４　吉田ビル２Ｆ 03-5716-3551 03-5716-3510 産婦人科
0229 学芸大学ファミリークリニック 杉浦　修 東京都目黒区鷹番３－１５－２３　 アヴァンＧＡＫＵＧＥＩビル２Ｆ 03-5768-3930 03-3794-3046 内科 小児科 皮膚科 アレルギー科 心療内科
0230 H20/06/35号 中江クリニック 中江　世明 東京都世田谷区船橋１－３1-１７ 03-5450-7476 03-5450-7478 内科 循環器科 呼吸器科 リハビリ科 外科 心臓血管外科
0231 閉院 中山クリニック 中山　道規 東京都世田谷区北沢２－２３－１０　 Ｗｅｓｔ　Ｆｒｏｎｔ　３Ｆ 03-5432-7071 03-5432-7072 神経科 精神科 心療内科
0232 H23/10/48号 西條クリニック鷹番 西條　公勝 東京都目黒区鷹番３－１６－９ 03-5704-6771 03-5704-6772 内科 透析 皮膚科 ペインクリニック
0233 医療法人社団晴琉会 自由が丘プライマリークリニック 村井　ひかる 東京都世田谷区奥沢５－２７－５　 魚菜ビル１Ｆ 03-5701-0006 03-5726-8494 内科 皮膚科 アレルギー科 循環器内科
0234 河合歯科クリニック 河合　良計 東京都世田谷区若林３－１８－５－２Ｆ 03-3795-1114 03-3795-1135 歯科 小児歯科
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0235 閉院 望月医院 望月　正英 東京都大田区山王３－２３－１６ 03-3771-2667 03-3771-2667 内科 胃腸科 皮膚科 外科
0236 富田医院 富田　喜文 東京都大田区北千束２－４８－９ 03-3729-2222 03-3729-2237 循環器科 内科 小児科
0237 間宮泌尿器科クリニック 間宮　良美 東京都世田谷区北沢２－２－３－４Ｆ 03-3422-6006 03-3422-6776 泌尿器科
0238 Ｈ24/07/51号 花谷クリニック 花谷　勇治 東京都目黒区下目黒２－１８－３－２０２ 03-5759-6970 03-5759-6971 胃腸科 外科 内科
0239 下目黒歯科内科 杉江　弘 東京都目黒区中町１－６－１３ 03-3760-8877 03-3760-8877 内科 小児科 歯科
0240 おぎの内科クリニック 荻野　孝徳 東京都世田谷区下馬６－２６－１５ 03-3414-2255 03-3414-2020 内科
0241 田中歯科医院 田中　宏 東京都世田谷区新町２－１１－８ 03-3420-7521 03-3420-7521 歯科
0242 島津デンタルクリニック 島津　義浩 東京都世田谷区駒沢１－７－１１　 バスクコート２Ｆ 03-5433-7575 03-5433-7575 歯科
0243 医療法人社団朋陽会　 坂谷クリニック 坂谷　新 東京都世田谷区用賀４－１０－３　 ヒルズⅡ１Ｆ 03-5717-2255 03-5717-2011 胃腸科 内科
0244 閉院 くどう内科クリニック　 工藤　律 東京都目黒区碑文谷5-28-10-202　リバティハウス柿の木坂２０２ リバティハウス柿の木坂２０２ 03-5701-1386
0245 医療法人社団　瀬田診療所 大橋　美奈子 東京都世田谷区上野毛４－２４－１５ 03-3700-4369 03-3700-4369 内科 小児科
0246 用賀レディースクリニック 上山　護 東京都世田谷区上用賀３－８－１１ 03-5491-5137 03-5491-5136 産婦人科 内科
0247 Ｈ25/04/54号 渡辺耳鼻咽喉科医院 渡辺　勲 東京都世田谷区桜新町２－１８－１６ 03-3425-3900 03-3425-3361 耳鼻咽喉科
0248 山村内科胃腸科クリニック 山村　晴男 東京都大田区南雪谷２－２－１３　 ウィズフジマサビル３Ｆ 03-3727-1955 03-3727-2557 内科 消化器科
0249 村上医院　循環器科・内科 村上　幹高 東京都目黒区碑文谷１－４－７ 03-3712-6885 03-3712-6847 内科 小児科 循環器科
0250 医療法人社団　八木クリニック 八木　杏子 東京都目黒区自由が丘２－１６－２６ 03-3717-2283 03-3717-2283 内科 婦人科 小児科
0251 世田谷区立特別養護老人ホーム　 芦花ホーム　医務室 石飛　幸三 東京都世田谷区粕谷２－２３－１ 03-5317-1094 03-5317-1090 外科
0252 上町クリニック 北原　聰樹 東京都世田谷区世田谷３－１２－１５ 03-5450-1511 03-5450-1510 内科 外科 神経内科
0253 医療法人社団誠穣会　江本歯科 江本　正 東京都世田谷区豪徳寺１－４２－３ 03-3426-4006 03-4332-2351 歯科
0254 志賀医院 志賀　幸雄 東京都世田谷区北沢２－２９－１６ 03-3460-3552 03-3468-1961 内科
0255 閉院 新二子玉川胃腸科 勝呂　俊彦 東京都世田谷区玉川３－７－１ 03-3709-7236 03-3709-6870 胃腸科 内科 外科 肛門科
0256 まつした歯科 松下　寛 東京都世田谷区駒沢３－２７－８ 03-3411-3131 03-5779-3420 歯科
0257 ふたばクリニック 廣瀬　久人 東京都世田谷区三軒茶屋２－８－１１ 03-3410-2900 03-3418-6462 内科
0258 H21/07/39号 深沢クリニック 深沢　英 東京都世田谷区弦巻２－３９－３ 03-3426-8253 03-3426-0486 内科 小児科
0259 新倉歯科医院 新倉　康弘 東京都世田谷区下馬６－１２－８ 03-3716-4182 03-5913-9806 歯科
0260 H22/07/43号 医療法人社団香潤会　 かおりレディースクリニック 大谷　香 東京都目黒区鷹番３－１１－８　 コート鷹番２Ｆ 03-5704-2856 03-5704-2857 産婦人科
0261 斎藤小児科内科医院 斎藤　正敏 東京都世田谷区赤堤１－３９－１５ 03-3325-1177 03-3327-7521 小児科 内科 循環器科
0262 等々力診療所 上田　正昭 東京都世田谷区等々力６－１－１７ 03-3704-0191 03-3704-0192 内科 皮膚科
0263 閉院 尾山台医院 東　昌基 東京都世田谷区等々力5-29-16 03-3702-4826
0264 大坪医院 大坪　孝一 東京都世田谷区松原５－５８－１１ 03-3328-2285 03-3328-2285 内科 神経内科
0265 医療法人社団イートス会　 洗足整形・形成外科 伊藤　大助 東京都目黒区洗足２－７－１５－２０２ 03-5704-7733 03-5704-2055 整形外科 形成外科
0266 もりもと眼科 森本　健司 東京都世田谷区若林４－２１－１５　　　　 みなとビルヂング２Ｆ　 03-5779-1177 03-3422-2211 眼科
0267 H21/07/39号 松村医院 松村　真司 東京都世田谷区上野毛３－４－１６ 03-3702-8358 03-5706-1528 内科 小児科 精神科 神経科
0268 閉院 駒沢ガーデン歯科 宮津　浩子 東京都世田谷区駒沢５－２６－７　パークサイドテラスノース棟３Ｆ 03-5779-8302 03-5779-8303 歯科 小児歯科 口腔外科 矯正歯科
0269 中島医院 中嶋　三郎 東京都世田谷区大原２－１６－７ 03-3321-7788 03-3328-4161 内科
0270 小原医院 小原　正幸 東京都世田谷区大原１－４９－１４ 03-3460-2036 03-3460-2036 内科
0271 Ｈ25/07/55号 三軒茶屋皮膚科クリニック 植村　功 東京都世田谷区太子堂４－２０－２５　 海津ビル３Ｆ 03-3411-1167 03-3411-1167 皮膚科
0272 宮下耳鼻咽喉科 宮下　正寛 東京都大田区中央４－３６－６　 健督ビル１Ｆ 03-6429-8172 03-6429-8373 耳鼻咽喉科
0273 H20/01/33号 医療法人社団等々力内科クリニック 工富　道子 東京都世田谷区等々力８－２４－１４ 03-3702-5425 03-3702-3771 内科 小児科 循環器科 呼吸器科 消化器科 放射線科
0274 医療法人社団満穂会　前村医院 前村　由美 東京都大田区大森中2-19-17 03-3761-3955 03-3298-5343 産婦人科 麻酔科
0275 閉院 太田クリニック 太田　修 東京都世田谷区三軒茶屋１－３７－９ 03-3410-0721 03-3410-0729 内科 循環器科 胃腸科 呼吸器科 アレルギー科
0276 閉院 池上整形外科 渡辺　謙二 東京都大田区池上６－９－６ 03-3753-2055 03-3755-3914 整形外科
0277 せきぐちクリニック 関口　茂 東京都世田谷区船橋１－１６－１ 03-3429-4181 03-3429-4181 小児科 内科
0278 削除 全日本空輸株式会社　勤労部　東京健康管理センター亀田　千賀子 東京都大田区羽田空港３－３－２ 03-5757-5426 03-5757-5444 産業医
0279 皮膚科　石氏医院　 石氏　澄子 東京都世田谷区上馬３－１６－７ 03-3422-2181 03-3422-2181 皮膚科
0280 太子堂内科クリニック 村松　忠 東京都世田谷区太子堂２－３０－５ 03-3487-0123 03-3487-0136 内科
0281 医療法人社団創貴会　塚本整形外科 塚本　美貴子 東京都世田谷区経堂４－１８－１ 03-3426-4970 03-3426-4966 整形外科
0282 田園調布眼科 石川　まり子 東京都大田区田園調布３－４－４ 03-3722-1988 03-3722-1988 眼科
0283 用賀耳鼻咽喉科わたなべクリニック 髙橋　幸太郎 東京都世田谷区用賀２－３６－８　 用賀サンハイツ 03-5491-5253 03-5491-5239 耳鼻咽喉科
0284 医療法人社団東京明日佳　 東京明日佳病院 渡邊　幹彦 東京都世田谷区奥沢３－３３－１３ 03-3720-2151 03-3720-9411 外科 内科 整形外科 脳神経外科 泌尿器科 麻酔科 リハビリテーション科
0285 芦田整形外科クリニック 芦田　多喜男 東京都大田区蒲田４－２２－８ 03-5711-5077 03-5701-2502 整形外科
0286 閉院 くろかわ小児科内科 黒川　叔彦 東京都世田谷区弦巻４－１－２ 03-3439-1391 03-3439-1391 小児科
0287 興林歯科医院 林　興富 東京都世田谷区経堂１－１９－７　 セントラル経堂ビル２Ｆ 03-3420-7600 03-3420-7600 歯科 矯正
0288 医療法人社団桂香会　 中目黒メンタルクリニック 新　英士 東京都目黒区上目黒３－２－２－８Ｆ 03-5768-2688 精神科
0289 閉院 永矢医院 永矢　之政 東京都目黒区目黒本町４－１４－１２ 03-3713-4252 03-3714-5214 内科 小児科
0290 閉院 浜本クリニック 浜本　昭 東京都世田谷区駒沢４－２１－５ 03-3418-6077 03-5481-0178 内科 小児科
0291 尾澤歯科医院 尾澤　方宣 東京都世田谷区世田谷２－６－５ 03-3429-9730 03-3429-9730 歯科
0292 中宿産婦人科医院 蔵持　達郎 東京都世田谷区南烏山４－２５－３ 03-3300-2698 03-3326-8839 産婦人科
0293 閉院 洗足池眼科クリニック 水野　有武 東京都大田区上池台２－１５－１－２Ｆ 03-3748-7081 03-3748-7082 眼科
0294 みのわ内科 箕輪　裕史 東京都世田谷区喜多見７－５－７ 03-3417-3959 03-3417-3976 内科 消化器科
0295 永田医院 永田　明弘 東京都世田谷区尾山台３－１０－２ 03-3701-2526 03-3701-2526 整形外科
0296 削除 岡田整形外科リハビリセンター 岡田　一彦 東京都大田区蒲田１－９－１１ 03-3736-3563 03-3730-7704 整形外科 リハビリ科 リウマチ科
0297 Ｈ25/04/54号 田中レディスライフクリニック 田中　哲 東京都目黒区目黒３－１０－２ 03-3793-1997 03-3793-1998 産婦人科
0298 クレオ矯正歯科クリニック 中谷　裕二良 東京都目黒区自由が丘１－７－１３　 クレオビル５０２号 03-3718-8868 03-3718-3588 矯正歯科
0299 永石医院 永石　有司 東京都大田区南雪谷２－１０－２ 03-3728-0345 03-3729-1702 産婦人科 内科 小児科
0300 閉院 石川歯科医院 石川　欣彌 東京都世田谷区若林４－１－３ 03-3412-5918 03-3412-5918 歯科
0301 削除 松野歯科医院 松野　康夫 東京都目黒区五本木２－１５－７　市川ビル１Ｆ 03-3710-8850 03-3710-8850 歯科 小児歯科
0302 閉院 大石小児科 大石　久 東京都大田区田園調布本町２－４ 03-3721-3995 03-3722-6188 小児科
0303 閉院 河合医院 河合　富子 東京都世田谷区駒沢３－１－１２ 03-3421-4445 03-3421-4445 眼科
0304 いあい整形外科 井合　洋 東京都大田区東馬込２－１３－５ 03-3777-0691 03-3777-0692 整形外科 リハビリ科 外科 内科 リウマチ科
0305 医療法人社団　野溝医院 野溝　和彦 東京都大田区東矢口２－１７－１３ 03-3759-2717 03-3759-2717 内科 小児科
0306 山王内科クリニック 田村　友則 東京都大田区山王２－３－１３　 シオカワビル４Ｆ 03-5743-5701 03-5743-5702 内科
0307 荒井内科クリニック 荒井　誠 東京都世田谷区奥沢６－３２－６ 03-5707-0300 03-5707-0302 内科 消化器科 循環器科 呼吸器科
0308 荒井歯科クリニック 荒井　ふみ子 東京都世田谷区奥沢６－３２－６ 03-5707-0300 03-5707-0302 歯科 小児歯科
0309 千歳耳鼻咽喉科 橋元　裕明 東京都世田谷区船橋１－１－５ 03-3426-3387 03-3426-3387 耳鼻咽喉科
0310 閉院 星島内科クリニック 星島　説夫 東京都世田谷区赤堤４－４６－４ 03-5376-1722 03-5376-1721 内科
0311 馬場デンタルクリニック 馬場　眞二郎 東京都世田谷区奥沢４－２８－１１　 ＦＴＡビル２Ｆ 03-3748-4182 03-5499-4182 歯科
0312 ながもと眼科 永本　晶子 東京都世田谷区三軒茶屋２－１４－８－４Ｆ 03-3411-0103 03-3411-0103 眼科
0313 加藤医院 加藤　督介 東京都世田谷区梅丘１－５７－１１ 03-3420-4863 03-3428-5324 内科 糖尿病内科 甲状腺内科
0314 森田内科クリニック 森田　毅憲 東京都大田区下丸子３－１７－８　 サンブライアンスハイツ１Ｆ 03-5732-3300 03-5732-3633 内科 呼吸器科 循環器科 消化器科
0315 塩口産婦人科 塩口　淳一郎 東京都大田区鵜の木２－１６－１０ 03-3758-3660 03-3758-3673 産婦人科
0316 ひはらクリニック 日原　徹 東京都世田谷区玉川３－２１－１０　 ドミルチェ１Ｆ 03-3708-2005 03-3708-2005 泌尿器科 内科
0317 閉院 とちぎクリニック 栃木　明人 東京都大田区山王２－１９－８ 03-3777-7712 03-3777-7512 産婦人科 内科
0318 医療法人社団健督会　 かぶらきクリニック 鏑木　興善 東京都大田区中央４－３６－６ 03-5709-7070 03-5709-7071 内科 循環器科
0319 閉院 佐々木医院 佐々木　武 東京都目黒区東山２－２－１４ 03-3713-4546 03-3712-4857 内科
0320 玉川台歯科医院 山田　美智恵 東京都世田谷区玉川台２－３－１６　 第２三條ビル２Ｆ 03-3708-2451 03-3708-2451 歯科 小児歯科 矯正歯科
0321 閉院 用賀ヒルサイドクリニック 鈴木　稚子 東京都世田谷区用賀４－５－２０　アドバンス高荒５Ｆ 03-5717-3088 03-5717-3088 皮膚科
0322 医療法人社団心裕会　はる歯科室 近藤　茂晴 東京都世田谷区用賀1-14-21　１Ｆ 03-5707-3511 03-5707-3512 歯科 小児歯科 矯正歯科
0323 H20/03/34号 西澤内科クリニック 西澤　茂樹 東京都世田谷区駒沢１－６－１７ 03-5433-2817 03-5433-2820 内科 循環器科
0324 吉本診療所 吉本　一哉 東京都世田谷区奥沢８－１４－１ 03-3701-5315 03-3702-3993 内科 小児科 消化器科
0325 田園アイクリニック 赤石　由佳子 東京都大田区田園調布２－２２－４ 03-5483-7781 03-5483-7782 眼科
0326 閉院 医療法人社団　大江医院 大江　光次 東京都大田区仲六郷２－４４－１２ 03-3731-4768 03-3733-0016 内科 小児科 放射線科
0327 上野毛眼科 鎌田　芳夫 東京都世田谷区上野毛３－４－１７ 03-5752-4111 03-5752-4111 眼科
0328 石川医院 石川　一朗 東京都世田谷区世田谷２－６－１１ 03-3429-0081 03-3429-0099 内科
0329 Ｈ２８/７/６７号 奈良クリニック 奈良　貞博 東京都世田谷区三軒茶屋１－６－１ 03-5486-9550 03-5481-0295 外科
0330 ハゼヤマ耳鼻咽喉科医院 櫨山　史光 東京都世田谷区駒沢１－１８－７ 03-3422-1326 03-3795-5592 耳鼻咽喉科
0331 閉院 梅丘鈴木歯科 鈴木　寿 東京都世田谷区梅丘１－５－７ 03-3428-8148 03-3428-8149 歯科
0332 × ひかりクリニック 松本　正廣 東京都世田谷区新町３－２２－４ 03-5426-7888 03-5426-7889 内科 消化器科
0333 大西内科 大西　一二 東京都世田谷区代田３－１０－３ 03-3421-8421 03-3413-0413 内科 小児科
0334 みくに内科眼科クリニック 三國　盛夫 東京都世田谷区下馬１－４５－１７ 03-3411-3920 03-3411-3920 内科 眼科
0335 国際デンタルクリニック駒沢 保母　昌也 東京都目黒区東が丘２－１２－２４ 03-3418-0242 03-3418-0674 歯科
0336 × 月本眼科 月本　伸子 東京都目黒区鷹番３－５－５ 03-3710-3181 03-3710-3251 眼科
0337 吉永醫院 吉永　明史 東京都目黒区鷹番２－１８－１３ 03-3719-7222 03-3719-1016 整形外科 内科 リウマチ科 リハビリ科 西洋医学 デイケア
0338 中村内科クリニック 中村　浩之 東京都世田谷区三軒茶屋１－４１－１５　 ドエルタク１Ｆ 03-5432-5465 03-5432-5475 内科 消化器科
0339 閉院 堀口歯科医院 堀口　精一 東京都世田谷区駒沢４－７－９ 03-3424-0648 03-3424-0649 歯科 口腔外科
0340 H23/04/46号 長谷川医院 長谷川　清英 東京都世田谷区弦巻１－２９－７ 03-3428-9168 03-3428-8203 内科
0341 堀口歯科医院 堀口　隆通 東京都世田谷区豪徳寺１－５０－１７ 03-3420-8149 03-3420-8149 歯科 小児歯科
0342 医療法人社団プラタナス　 松原アーバンクリニック 梅田　耕明 東京都世田谷区松原５－３４－６ 03-5355-3388 03-5300-5588 内科 消化器内科 在宅訪問診療
0343 閉院 吉田医院 吉田　潤 東京都世田谷区船橋５－２０－１２ 03-3303-7252 03-3302-0777 外科 整形外科 皮膚科 胃腸科
0344 矢島整形外科 矢島　隆 東京都世田谷区松原２－３２－３２　 アークファビュラス１Ｆ 03-5300-6688 03-5300-6767 整形外科 リウマチ科 リハビリ科
0345 くろだ明大前クリニック 黒田　重臣 東京都世田谷区松原２－１７－３３　 新光ビル２０１号 03-3324-5662 03-3324-5662 内科 循環器科 腎臓内科 人工透析
0346 小原小児科医院 小原　正樹 東京都世田谷区経堂５－１－２４ 03-3420-0731 03-3420-0600 小児科
0347 今井眼科 廣澤　弘子 東京都世田谷区経堂２－１３－９ 03-3429-5335 03-3429-5335 眼科
0348 医療法人社団おはな会　村上医院 織茂　毅 東京都大田区北千束１－５３－１５－１Ｆ 03-3717-6517 03-3717-6517 内科 小児科
0349 しのみや皮膚科形成外科 四宮　茂 東京都大田区蒲田５－３２－６　 サワダビル１01 03-3734-0145 03-3734-0145 皮膚科 形成外科
0350 成城クリニック 松﨑　栄 東京都世田谷区成城６－５－２９－２Ｆ 03-3483-7482 03-3483-7482 眼科
0351 閉院 青木医院 青木　直人 東京都目黒区自由が丘１－２２－２５ 03-3717-3879 03-3717-3879 内科 小児科
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0352 三浦整形外科 三浦　基弘 東京都目黒区鷹番１－１４－６ 03-3716-6285 03-3760-2976 整形外科 リハビリ科 放射線科
0353 閉院 淺田歯科医院 淺田　光男 東京都目黒区上目黒３－６－４　桐屋ビル 03-3713-3261 03-3713-3261 歯科
0354 Ｈ27/01/61号 つだ小児科クリニック 津田　正彦 東京都世田谷区世田谷４－５－８－１０１ 03-5477-7736 03-5477-7793 小児科 小児皮膚科 小児アレルギー科
0355 Ｈ24/10/52号 中山耳鼻咽喉科医院 中山　禎子 東京都目黒区柿の木坂３－９－１４ 03-3422-2243 03-3422-6035 耳鼻咽喉科
0356 閉院 桜なかぞのクリニック 中園　昌明
0357 閉院 H23/10/48号 佐賀眼科医院 佐賀　歌子 東京都目黒区祐天寺１－３－５ 03-3712-4357 03-3712-4338 眼科
0358 梅丘内科 金　武英 東京都世田谷区梅丘２－２８－１２ 03-5477-0302 03-5477-0302 内科 循環器科
0359 H21/04/38号 唐沢内科医院 唐澤　達信 東京都世田谷区深沢１－１８－９－１Ｆ 03-3701-7552 03-3701-4150 内科 小児科
0360 久場クリニック 久場　襄 東京都世田谷区上野毛１－２９－５　 堀沢ビル１Ｆ 03-5758-7853 03-5758-7853 麻酔科 内科
0361 清田歯科医院 清田　俊一 東京都目黒区八雲１－１１－１５ 03-3717-8070 03-3717-8088 歯科
0362 医療法人財団博栄会　梅林医院 梅林　栄一 東京都大田区田園調布１－１１－１４　 田園調布ハイツＢ１０３ 03-3722-7211 03-3722-1222 内科 小児科 婦人科 泌尿器科
0363 閉院 Ｈ26/04/58号 医療法人社団修宏会　石綿クリニック 石綿　宏敏 東京都世田谷区下馬２－２１－６ 03-3412-6749 03-3412-6716 内科 消化器科 小児科 婦人科
0364 佐野眼科医院 佐野　七郎 東京都大田区南雪谷２－17－10-４０１ 03-3720-4048 03-3727-5552 眼科
0365 高野医院 高野　英昭 東京都大田区池上５－３－１８ 03-3751-3913 03-5700-7550 内科 消化器科
0366 医療法人社団菫会　目黒病院 岡　潔 東京都目黒区中央町２－１２－６ 03-3711-5641 03-3711-0382 内科 外科 整形外科 リハビリ科 消化器科 呼吸器科
0367 医療法人社団髙原会　 はらまち髙田整形外科内科医院 髙田　聰 東京都目黒区原町１－１１－７ 03-3590-5519 03-3792-7090 整形外科 内科 リウマチ科 リハビリ科
0368 ミサキ歯科クリニック 三﨑　正司 東京都世田谷区野沢４－２４－１　 ヴィルヌーブタワー駒沢２Ｆ 03-5432-8211 03-5432-8211 歯科 小児歯科
0369 医療法人社団邦陽会　 松多内科医院 松多　邦雄 東京都世田谷区代沢２－２８－８　 サンキャスティル下北１Ｆ 03-5430-7635 03-5430-9779 内科 リウマチ科
0370 オオタビル歯科クリニック 岩内　弘美 東京都世田谷区船橋１－９－１０ 03-3420-3958 03-3420-3958 歯科
0371 宮坂矯正歯科医院 宮坂　貴仁 東京都世田谷区三軒茶屋１－３６－２　 ＳＡＮＪＡ１０８ビル２Ｆ 03-5430-4188 03-5430-7287 矯正歯科
0372 保母歯科クリニック 西山　愛 東京都世田谷区東玉川２－８－１７ 03-3727-0014 03-3728-3221 歯科
0373 駒沢ケイクリニック 前田　恵子 東京都目黒区東が丘２－１３－８ 03-5712-5581 03-5712-5583 精神科 心療内科
0374 さたけクリニック 佐竹　央 東京都大田区大森北４－１０－２ 03-3751-5419 内科 消化器科 外科 肛門科 リハビリ科
0375 医療法人社団　たんぽぽ 工藤　由美子 東京都大田区山王３－２９－２ 03-6429-3355 03-6429-3366 皮膚科
0376 医療法人社団ユニコーン会　 中目黒整形外科クリニック 宮坂　敏幸 東京都目黒区東山１－４－４　 目黒東山ビル２Ｆ 03-3710-2031 03-3710-2097 整形外科 リハビリ科
0377 ひらの矯正歯科クリニック 平野　武弘 東京都世田谷区太子堂2-12-2 03-3487-3389 03-3487-3899 矯正歯科
0378 小口整形外科 小口　茂樹 東京都世田谷区奥沢６－３－７ 03-3704-2988 03-3704-2988 整形外科 リハビリ科
0379 医療法人社団　すずきクリニック 鈴木　伸幸 東京都大田区南馬込２－２５－３ 03-3773-7311 03-3773-7312 小児科 内科
0380 閉院 田中眼科 田中　靖彦 東京都目黒区東が丘１－２－２１ 03-5779-3241 03-5779-3242 眼科
0381 河井クリニック 河井　博明 東京都目黒区中根１－３－９　 森戸ビル２Ｆ 03-5701-6688 03-5701-3636 内科 胃腸科 皮膚科
0382 閉院 医療法人社団恵裕会　大津留診療所 大津留　敬 東京都世田谷区太子堂１－１５－９ 03-3422-7102 03-3422-7060 内科 外科 胃腸科 放射線科
0383 喜多見東山クリニック 中村　一路 東京都世田谷区喜多見９－１０－３ 03-5761-2311 03-5761-2312 内科 透析
0384 楢林神経内科クリニック 楢林　洋介 東京都目黒区中目黒５－１２－１０ 03-3712-0693 03-3715-3393 神経内科 在宅
0385 古賀医院 古賀　清 東京都大田区下丸子３－８－５ 03-3750-6220 03-3750-6220 内科 胃腸科
0386 桜井整形外科クリニック 桜井　正裕 東京都目黒区祐天寺１－１５－６ 03-5723-8166 03-5723-8266 整形外科 リウマチ科 リハビリ科
0387 天下堂医院 雨宮　明文 東京都世田谷区南烏山１－１１－１５ 03-3302-1751 03-3302-1752 内科 外科 消化器科 胃腸科 泌尿器科
0388 医療法人社団澄琴会　 夏目坂皮フ科クリニック 望月　理恵 東京都新宿区原町３－３７－１Ｆ 03-6205-6555 03-6205-6555 皮膚科 アレルギー科
0389 Ｈ26/10/60号 土坂眼科医院 土坂　寿行 東京都目黒区自由が丘２－１５－１２ 03-3717-3560 03-3717-3125 眼科
0390 閉院 大畑クリニック 大畑　正大 東京都世田谷区船橋１－１３－２０ 03-6413-3553 03-6413-3554 内科 脳神経外科
0391 ノタニ眼科クリニック 能谷　道子 東京都目黒区中目黒４－５－１７－２Ｆ 03-3719-4084 03-3719-6268 眼科
0392 水車橋クリニック 矢部　由美 東京都世田谷区野沢３－９－１０ 03-5486-3387 03-5466-3363 耳鼻咽喉科 眼科
0393 永田歯科医院 永田　良宏 東京都世田谷区等々力５－６－７ 03-3703-7555 03-3703-7555 歯科
0394 医療法人社団孝明会　 柿の木坂歯科クリニック 板垣　孝軌 東京都目黒区柿の木坂１－３４－２１ 03-3718-4848 03-3718-6678 歯科
0395 八雲歯科クリニック 村上　旭 東京都目黒区八雲３－１－６ 03-3717-1297 03-3717-1297 歯科
0396 原島歯科医院 原島　久美子 東京都世田谷区瀬田４－２３－１３ 03-3700-3026 03-3700-3026 歯科
0397 Ｈ26/04/58号 まつがおか耳鼻咽喉科医院 星野　ナギサ 東京都世田谷区桜３－２－１７　 ＤＳ桜ビル４階 03-3420-8749 03-3420-8749 耳鼻咽喉科
0398 まついけ耳鼻咽喉科医院 松生　栄治 東京都世田谷区成城６－１８－２０ 03-3484-1811 03-3484-2122 耳鼻咽喉科
0399 駒沢メンタルクリニック 李　一奉 東京都世田谷区駒沢２－３１－１ 03-3414-8198 03-3414-8198 精神科 神経科 心療内科
0400 閉院 佐藤眼科医院 佐藤　りよ子 東京都世田谷区深沢５－２－９－１１６ 03-3702-7322 03-3702-7322 眼科
0401 医療法人社団　大熊歯科医院 大熊　邦之 東京都世田谷区玉川３－２１－８　１ ジャルダン長崎１０１ 03-3708-4114 03-3708-4135 歯科
0402 仲村医院 仲村　恒敬 東京都目黒区五本木１－８－９ 03-3712-7776 03-3712-7731 内科 小児科 リウマチ科 アレルギー科
0403 閉院 中島歯科医院 中島　捷行 東京都世田谷区深沢５－５－１４　サンパーク駒沢２Ｆ 03-3703-5011 03-3703-5011 歯科
0404 × 豪徳寺クリニック 中嶋　栄子 東京都世田谷区豪徳寺１－４６－２０－２Ｆ 03-3439-3387 03-3439-3687 耳鼻咽喉科
0405 日本大学文理学部保健室 長田　次夫 東京都世田谷区桜上水３－２５－４０ 03-3329-1151 03-3303-9899 保健室
0406 横川耳鼻咽喉科医院 横川　友久 東京都目黒区五本木１－２３－１３ 03-3711-0994 03-3711-0994 耳鼻咽喉科
0407 Ｈ２８/７/６７号 浜本眼科・内科 濱本　晶子 東京都世田谷区駒沢４－２１－５ 03-5432-6302 03-5432-6304 眼科 内科 神経内科
0408 こしぶ歯科 小渋　宏彦 東京都世田谷区等々力３－１９－１３　 春光ビル２０１ 03-3705-4571 03-3705-4571 歯科
0409 H22/01/41号 医療法人社団翔未会　 桜新町クリニック 堀切　つぐみ 東京都世田谷区桜新町１－７－６ 03-5706-4321 03-5706-4322 内科 外科 消化器科 循環器科 泌尿器科 整形外科
0410 下北沢セントラルクリニック 白井　英一郎 東京都世田谷区代沢２－３１－１７ 03-3424-5611 03-3424-8022 産婦人科 内科 泌尿器科 皮膚科
0411 医療法人社団　 平山惠子産婦人科小児科クリニック 平山　惠子 東京都世田谷区奥沢６－３－７　 サンプラザ田園調布２０２－１３ 03-5758-3653 03-3758-3654 産婦人科 小児科
0412 閉院 向山医院 向山　賢壽 東京都世田谷区船橋３－２６－１１ 03-3484-2351 03-3484-2352 内科 小児科
0413 片山歯科医院 片山　隆文 東京都目黒区自由が丘２－１０－２　 ポパイビル２Ｆ 03-3725-6482 044-855-0725 歯科
0414 オークラ小児科 大倉　節子 東京都世田谷区等々力２－３３－１１ 03-3701-5360 03-3701-5360 小児科
0415 閉院 上馬クリニック 上木　雅人 東京都世田谷区上馬５－９－１８ 03-3418-5806 03-3418-5867 内科 麻酔科
0416 山崎歯科医院 山﨑　良雅 東京都世田谷区上馬５－５－１５ 03-3418-6611 03-3418-6611 歯科
0417 閉院 まつむら胃腸科 松村　健三 東京都世田谷区経堂１－７－９ 03-3439-1155 03-3439-1156 胃腸科 内科 外科 肛門科 泌尿器科
0418 成城加々美クリニック 加々美　明彦 東京都世田谷区成城９－５－１３ 03-5490-7550 03-5490-7551 内科
0419 吉井クリニック 吉井　信夫 東京都目黒区大橋２－２２－４　 増本ビル２Ｆ 03-3469-2502 03-3469-2502 脳神経外科 神経科 内科
0420 増田歯科医院 増田　靜一 東京都世田谷区若林２－４－１２ 03-3421-8859 03-3421-8859 歯科
0421 医療法人社団瑛晴会　 自由通り歯科医院 若佐　一以 東京都世田谷区上馬３－１７－１０　 マルエツ２Ｆ 03-3487-2125 03-3487-2124 歯科 小児歯科 口腔外科
0422 阿部歯科医院 阿部　正伸 東京都目黒区自由が丘２－１０－１４　 青木ビル３Ｆ 03-3717-6267 03-3717-6357 歯科
0423 医療法人社団頌和会　村田医院 村田　昌隆 東京都世田谷区豪徳寺２－１６－２５ 03-3425-2612 03-3425-2640 内科 皮膚科 消化器内科 循環器科
0424 平和島医院 森本　幸治 東京都大田区大森北６－１４－１０ 03-5753-5050 03-5753-5050 内科 小児科
0425 医療法人社団昭和育英会　 雪谷三和クリニック 向井　正法 東京都大田区南雪谷２－３－１０ 03-3748-5614 03-3748-5714 内科
0426 尾山台すくすくクリニック 新井　慎一 東京都世田谷区等々力２－１－１３　 ヤクワビル２Ｆ 03-5758-3836 03-5758-3837 精神科 心療内科
0427 Ｈ26/07/59号 医療法人社団慶東会　 瀬田・野本内科医院 野本　保夫 東京都世田谷区玉川台２－１－５ 03-3708-0533 03-5491-5651 内科
0428 医療法人社団白寿会　 和田クリニック 和田　博美 東京都世田谷区等々力４－７－１６ 03-3705-1003 03-3705-1902 内科 外科
0429 内科後藤クリニック 後藤　義雄 東京都世田谷区玉川台１－２－１７ 03-3700-4666 03-3700-4666 内科
0430 中町クリニック 朝光　陽源 東京都世田谷区中町３－１５－５ 03-5707-5520 03-5707-5686 小児科 内科 アレルギー科
0431 常泉クリニック 常泉　智弘 東京都大田区蒲田５－４０－３　 月村ビル５階 03-5711-6521 03-5711-6522 精神科 内科
0432 閉院 下丸子診療所 岩嶋　恵美子 東京都大田区下丸子３－７－９ 03-3758-0648 03-3758-0722 耳鼻咽喉科
0433 Ｈ25/07/55号 あやクリニック 吉井　文 東京都目黒区鷹番３－８－７　 Ｏ・Ｎビル２階 03-3713-8639 03-3713-8639 心療内科 精神科 神経内科
0434 介護老人保健施設　 ホスピア三軒茶屋 小柏　元英 東京都世田谷区三軒茶屋１－１６－３ 03-5430-5963 03-3419-7162 老人ホーム
0435 アップル矯正歯科医院自由が丘 斎藤　安弘 東京都世田谷区奥沢５－２０－１７ 自由が丘ユングフラウビル４Ｆ 03-5701-8211 03-5701-8212 矯正歯科
0436 医療法人社団青王会　 クリニックＤｏ田園調布 本庄　達哉 東京都大田区田園調布３－４０－４ 03-3721-9980 03-3721-9994 内科 消化器科 在宅診療
0437 あんどうファミリークリニック 安藤　秀彦 東京都世田谷区砧８－２１－８ 03-5727-5500 03-5727-5501 内科 消化器科 小児科 肛門科
0438 古市クリニック 古市　庄二郎 東京都世田谷区等々力２－３２－１４ 03-5706-6055 03-5706-6055 消化器科 内科 外科
0439 閉院 牧野クリニック 牧野　総治郎 東京都世田谷区奥沢３－３２－６－３Ｆ 03-3727-8829 03-3727-8829 精神科 心療内科
0440 閉院 田中診療所 田中　満 東京都世田谷区代沢４－１４－１２ 03-3412-1200 03-3414-3300 内科 呼吸器科 消化器科 循環器科 放射線科
0441 休診中 こわぐち産婦人科医院 強口　テルヨ 東京都世田谷区若林１－２６－１ 03-3421-2755 03-3421-2755 産婦人科
0442 閉院 医療法人アスムス　街かどクリニック・世田谷 森山　貴志 東京都世田谷区世田谷２－８－２ 03-5426-6564 03-5426-6582 内科 消化器科 整形外科
0443 小俣内科クリニック 小俣　富美雄 東京都世田谷区太子堂２－１９－３　 仙田ビル１Ｆ 03-5432-3690 03-5432-3691 内科 循環器科
0444 後藤歯科医院 後藤　明彦 東京都目黒区祐天寺２－３－７ 03-3712-9733 03-3712-9723 歯科
0445 代田クリニック 竹内　香織 東京都世田谷区代田２－１８－１１　 エコービル１階 03-5787-3320 03-5787-3321 内科 心療内科
0446 H21/04/38号 石川眼科　自由が丘 中澤　伸子 東京都目黒区自由が丘1-20-20 03-3723-3843 03-3723-3843 眼科
0447 下馬デンタルオフィス 後藤　義隆 東京都世田谷区下馬６－１２－１５ 03-3713-5577 03-3713-5577 歯科
0448 髙島・山田クリニック 山田　眞 東京都世田谷区若林４－１６－１５ 03-3419-2396 03-3419-2396 循環器科 外科 内科 小児科 心臓血管外科
0449 閉院 のきた歯科医院 のき田　康文 東京都世田谷区世田谷３－１－２５　フレグラントオオバ１Ｆ 03-3439-4444 03-3439-4444 歯科
0450 陣内ウィメンズクリニック 陣内　彦良 東京都世田谷区奥沢５－４０－５　 自由が丘ＪＷＣビル 03-3722-2255 03-3722-2260 婦人科 不妊治療
0451 閉院 社会福祉法人恩賜財団　慶福育児会目黒診療所 赤松　高之 東京都目黒区目黒４－４－７ 03-3715-3850 小児科
0452 閉院 橋井歯科 橋井　涼 東京都世田谷区代沢３－６－２ 03-3413-6377 03-3413-6377 歯科 小児歯科
0453 H22/10/44号 東が丘クリニック 船津　登 東京都目黒区東が丘１－１７－１８ 03-3421-5093 03-3421-5093 内科 外科
0454 医療法人社団柏水会　 三軒茶屋診療所 高橋　康弘 東京都世田谷区三軒茶屋２－１９－１６ 03-3421-6660 03-3421-7508 精神科 心療内科
0455 桑名歯科医院 桑名　誠 東京都目黒区洗足２－２３－１４ 03-3786-0648 03-3786-8081 歯科
0456 閉院 中尾医院 中尾　聰子 東京都世田谷区奥沢５－１４－３ 03-3717-8234 03-3717-8234 小児科 内科 循環器科
0457 浜田クリニック 濱田　道康 東京都世田谷区等々力２－１－１５ 03-5758-7781 03-5758-7783 内科 呼吸器科 消化器科 循環器科
0458 医療法人社団光世会　 岡本歯科クリニック 岡本　広 東京都世田谷区等々力２－１－１４ 03-3703-8241 03-3703-8242 歯科
0459 H22/04/42号 あだち内科クリニック 足立　浩隆 東京都目黒区東が丘２－１４－１ 03-5779-0810 03-5779-0820 内科 循環器科
0460 元谷整形外科 元谷　智敬 東京都世田谷区上北沢４－１７－４－１Ｆ 03-5317-5899 03-5317-3641 整形外科 リハビリ科
0461 医療法人社団医仁会　矢島皮膚科 矢島　ゆかり 東京都大田区北千束３－２９－１３ 03-3729-4095 03-3729-4166 皮膚科
0462 Ｈ２８/４/６６号 みよし内科クリニック 三好　邦 東京都世田谷区赤堤３－１９－２２ 03-3328-5348 03-3327-6711 内科 小児科 循環器科 呼吸器科 消化器科 精神科 心療内科
0463 医療法人社団信愛会　鎌田医院 鎌田　文明 東京都大田区東糀谷２－７－１６ 03-3741-0662 03-3744-7718 内科 外科
0464 閉院 礒整形外科・リュウマチ科 礒　良則 東京都世田谷区下馬２－５－９ 03-3421-7320 03-3410-3450 整形外科 形成外科 リウマチ科 リハビリ科 ｽﾎﾟｰﾂｸﾘﾆｯｸ 内科
0465 児玉経堂病院 荒木　一夫 東京都世田谷区経堂２－５－２１ 03-3420-1028 03-5450-2398 内科 結核治療
0466 高橋医院 高橋　泰光 東京都世田谷区玉川３－２３－２２ 03-3700-0232 内科 小児科
0467 マミーズクリニック 宮本　新次郎 東京都目黒区中町１－２７－１７ 03-5725-4970 03-5725-4971 内科 循環器科 整形外科
0468 渡邊歯科診療所 渡邊　嗣 東京都世田谷区等々力４－３－１ 03-3701-2823 03-3701-2823 歯科



2022/8/2

登録医番号 閉院情報 掲載済 法人名 院長名 所在地 ビル名 電話番号 ＦＡＸ番号 診療科

0469 柿の木坂ファミリー歯科 宗像　知佳 東京都目黒区柿の木坂２－９－１４ 03-3718-1444 03-3718-1444 歯科
0470 閉院 川口歯科医院 川口　洋二 東京都世田谷区奥沢４－２６－９ 03-3720-8654 03-3720-8654 歯科
0471 医療法人社団時正会 自由が丘いずみクリニック 内田　潤一 東京都目黒区自由が丘２－１０－２０　 弥生ビル３階 03-5731-5771 03-5731-5773 腎臓内科
0472 学芸大駅前整形・形成外科 大野　直樹 東京都目黒区鷹番２－２１－１１－２Ｆ 03-5794-8811 03-5794-8812 整形外科 形成外科 リハビリ科 皮膚科
0473 木村メディカルクリニック 木村　裕之 東京都目黒区五本木３－２５－１５－１Ｆ 03-5773-6880 03-5773-6881 内科 消化器科 呼吸循環器科 神経内科
0474 上野毛駅前総合クリニック 足立　幸博 東京都世田谷区上野毛２－７－１６ 03-6303-1114 03-6303-1118 外科 内科 消化器科 肛門科 乳がん検診 皮膚科 美容皮膚科 美容外科
0475 永山クリニック 永山　隆一 東京都大田区田園調布１－３３－９ 03-3722-5222 03-3722-6633 内科 小児科 皮膚科
0476 尾山台クリニック 永山　恵美子 東京都世田谷区等々力２－１８－４ 03-5706-0101 03-5706-0102 内科 皮膚科 小児科
0477 H22/04/42号 医療法人社団青い鳥会　 上田クリニック 堤　直也 東京都世田谷区奥沢７－１２－２５ 03-5707-7557 03-5707-7558 内科
0478 福田医院 福田　達弥 東京都目黒区中目黒３－２２－１１ 03-3712-2868 03-6822-3420 内科 小児科 アレルギー科
0479 ﾗﾝﾄﾞﾏｰｸ歯科・顎咬合ｲﾝﾌﾟﾗﾝﾄ研究所 伊藤　秀文 東京都世田谷区奥沢５－２４－４　 ＥＩＳＵビル２Ｆ 03-5701-4180 03-5701-4180 歯科
0480 秋元クリニック 秋元　博 東京都世田谷区代田１－４５－３ 03-5430-0008 03-5430-0120 胃腸科 外科 皮膚科
0481 閉院 長谷川病院 長谷川　利治 東京都世田谷区深沢５－１３－１０ 03-3703-3521 03-3703-3565 内科 外科 整形外科 消化器科 循環器科 脳神経外科 肛門科 婦人科
0482 閉院 藤田小児科医院 藤田　親代 東京都世田谷区奥沢６－１３－３ 03-3701-0719 03-3701-0719 小児科
0483 閉院 朝長歯科医院 朝長　寛 東京都世田谷区岡本３－４－１２ 03-3749-3999 03-3749-3991 歯科
0484 田園調布長田整形外科 長田　夏哉 東京都大田区田園調布2-41-2-1F 03-5483-7070 03-5483-7066 整形外科 リハビリ科
0485 藤沢クリニック 藤澤　昭三 東京都世田谷区喜多見８－１８－１０　 小泉ビル１Ｆ 03-5727-1212 03-5727-1215 産婦人科 麻酔科 ﾍﾟｲﾝｸﾘﾆｯｸ
0486 藤沢こどもクリニック 藤沢　康司 東京都世田谷区等々力８－１７－１１ 03-5758-3377 03-5758-3323 小児科
0487 閉院 山本医院 山本　茂 目黒区原町1-1-3 03-3711-6868 03-3710-1150 内科 小児科
0488 H21/10/40号 大橋眼科クリニック 島﨑　美奈子 東京都目黒区東山３－15-4 03-5768-2215 03-5768-2215 眼科
0489 松原整形外科・内科 松原　充徳 東京都世田谷区赤堤４－２２－７ 03-5376-6200 03-5376-6200 整形外科 内科
0490 医療法人社団多聞会　 香取整形外科 香取　勲 東京都世田谷区世田谷１－４２－１１ 03-3706-8000 03-3706-9788 整形外科 リウマチ科 リハビリ科
0491 髙崎クリニック 髙崎　淑子 東京都目黒区目黒本町６－３－６ 03-3712-4527 03-3760-8087 内科 小児科
0492 閉院 梶産婦人科 梶　英雄 東京都目黒区碑文谷６－３－１３ 03-3714-6503 産婦人科 内科 小児科
0493 閉院 いとう眼科医院 伊藤　弘人 東京都目黒区目黒本町３－１５－１０ 03-3715-5764 03-3715-5764 眼科
0494 新川クリニック 新川　淳一 東京都目黒区鷹番３－１５－１７ 03-3716-8817 03-3716-8817 内科 消化器科 胃腸科 アレルギー科
0495 中目黒小野皮フ科クリニック 小野　勝馬 東京都目黒区上目黒２－１６－１５ 03-5725-4112 03-5725-4113 皮膚科
0496 大賀内科クリニック 大賀　栄次郎 東京都世田谷区上祖師谷４－１７－１０ 03-3300-0863 03-3300-0863 内科
0497 せきぐちクリニック 関口　順輔 東京都目黒区中根１－３－１５ 03-3723-5900 03-3723-5944 整形外科 形成外科 美容外科 リハビリ科
0498 医療法人社団月陽会　萩中診療所 齊藤　隆三 東京都大田区萩中２－９－１５ 03-3742-2477 03-3742-2478 産婦人科 内科 小児科 整形外科 皮膚科 外科
0499 H21/01/37号 西村内科・循環器科クリニック 西村　文朗 東京都目黒区中根２－１２－１　 Ｋ＆Ｋビル３Ｆ 03-5731-0788 03-5731-0789 内科 循環器科
0500 たかはしメンタルクリニック 髙橋　俊郎 東京都世田谷区玉川２－２４－６　 シルク玉川長崎屋ビル６０３ 03-5717-3458 03-5717-3459 心療内科 神経科
0501 閉院 大谷耳鼻咽喉科医院 大谷　惠子 東京都世田谷区赤堤３－１２－１８ 03-3323-5665 03-3323-5665 耳鼻咽喉科
0502 石田歯科医院 石田　信明 東京都世田谷区若林４－５－２０ 03-3421-8009 03-3795-1416 歯科
0503 下北沢矯正歯科 寺島　多実子 東京都世田谷区代田６－３－２７　 アゼリアハウス３Ｆ 03-5478-0170 03-5478-0188 矯正歯科
0504 閉院 和久井歯科医院 和久井　秀剛 東京都目黒区鷹番３－７－５ 03-3710-1060 03-3710-1060 歯科
0505 石丸医院 石丸　純 東京都世田谷区太子堂２－９－２１　 太子堂イースト１０２号 03-5430-3738 03-5430-3738 外科 内科
0506 南烏山クリニック 稲村　征夫 東京都世田谷区南烏山６－７－１９　 グレイスビル１Ｆ 03-3309-1818 03-3305-3591 外科 整形外科 胃腸科 麻酔科
0507 たてき内科クリニック 髙橋　樹 東京都世田谷区用賀４－４－５　 新栄倉ビル２Ｆ 03-5491-4670 03-5491-4671 内科
0508 H21/07/39号 医療法人社団慶松会　松本整形外科 松本　昇 東京都目黒区中根１－１３－２０　 グリーンヒルズ１０１号 03-5701-1781 03-5701-1782 整形外科 リハビリ科 リウマチ科
0509 第二田中歯科医院 田中　教順 東京都世田谷区若林５－４０－１０ 03-3487-1273 03-3487-1273 歯科
0510 森山整形外科 森山　正敏 東京都大田区鵜の木２－３－３ 03-3756-3320 03-3756-0250 整形外科 リハビリ科 リウマチ科
0511 オダチ外科内科クリニック 小立　寿成 東京都大田区仲池上１－１０－３　 ラシーヌ２０１ 03-5748-7144 03-5748-7145 外科 内科 消化器科
0512 医療法人社団　成瀬医院 成瀬　雅彦 東京都世田谷区北烏山１－４１－１８ 03-3300-1300 03-3300-1300 内科
0513 閉院 亀田産婦人科医院 亀田　嘉苗 東京都世田谷区瀬田４－１５－２５ 03-3700-5772 03-3700-5722 産婦人科 心療内科
0514 閉院 医療法人社団是空会　芦花内科クリニック 渡辺　隆之 東京都世田谷区粕谷２－８－３ 03-3306-3309 03-3306-3098 内科 小児科
0515 医療法人社団快彩会　 きはら整形外科 木原　正義 東京都大田区下丸子３－１３－７ 03-5482-0398 03-5482-2398 整形外科 リハビリ科 内科
0516 川田歯科クリニック 川田　俊大 東京都世田谷区上野毛１－２５－１０ 03-3701-0550 03-3701-0573 歯科
0517 趙メディカルクリニック 趙　成坤 東京都大田区大森東２－２５－１１ 03-3765-6688 03-3765-6690 内科 胃腸科 外科 リハビリ科
0518 閉院 医療法人社団さつき会　横田クリニック 横田　秀雄 東京都世田谷区尾山台１－２－３ 03-3702-5093 03-3702-5093 内科 外科 リハビリ科
0519 わたなべ整形外科 渡辺　耕志 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 03-3793-2121 整形外科
0520 閉院 中村クリニック 中村　理英子 東京都世田谷区北沢２－２－７ 03-3421-5296 03-5481-6352 産婦人科 内科
0521 かせクリニック 加瀬　隆久 東京都世田谷区玉川４－７－６ 03-3700-1219 03-3700-1219 泌尿器科 皮膚科
0522 とくおかレディースクリニック 徳岡　晋 東京都目黒区八雲１－３－１ 三井住友ビル６Ｆ 03-5701-1722 03-5701-1724 産婦人科
0523 松生眼科医院 松生　俊和 東京都世田谷区経堂４－２０－１ 03-3425-2615 03-3425-7272 眼科
0524 医療法人社団宝池会　 吉川内科医院 吉川　昌男 東京都世田谷区松原３－２８－８ 03-3323-0061 03-3327-4132 内科 呼吸器内科 循環器内科科 胃腸内科 肝臓内科 腎蔵内科 糖尿病内科 神経内科 人工透析内科 内視鏡内科 リウマチ科
0525 立石医院 立石　淳一 東京都大田区北嶺町３－２７ 03-3720-3404 03-3720-3419 内科 小児科 整形外科
0526 閉院 医療法人社団良辰会　 めぐろ鈴木内科・小児科 鈴木　良一 東京都目黒区祐天寺２－１４－１９　 四宮ビル３Ｆ 03-6914-8555 03-5725-2325 内科 小児科 呼吸器科 アレルギー科 循環器科
0527 医療法人社団周駒会　 井上外科・内科 井上　敬一郎 東京都世田谷区三軒茶屋２－２４－１７ 03-3424-3360 03-3424-0789 外科 内科 整形外科 消化器科 肛門科
0528 ヒナタ歯科 日向　重之 東京都目黒区東が丘１－１７－４ 03-3487-8590 03-3414-8871 歯科
0529 みずよしクリニック 水吉　秀男 東京都世田谷区等々力４－１－１　 尾山台駅前ビル２Ｆ 03-5707-2206 03-5707-6266 内科 消化器科 耳鼻咽喉科
0530 友愛十字会　砧ホーム 田代　博一 東京都世田谷区砧３－９－１１ 03-3416-3164 03-3416-5782 嘱託医
0531 医療法人社団檜会　大槻クリニック 大槻　一博 東京都世田谷区船橋７－１－３ 03-3484-0341 03-3484-0342 内科
0532 医療法人社団佑圭会　黒田医院 黒田　道郎 東京都世田谷区東玉川２－１４－１１ 03-5499-0662 03-3727-8623 内科 小児科 呼吸器科
0533 磯村クリニック 磯村　知子 東京都目黒区八雲１－１０－１７ 03-3723-8841 03-3723-2004 皮膚科 婦人科
0534 医療法人社団梢愛会　 やまうちクリニック 山内　忠男 東京都世田谷区経堂１－２２－１６ 03-5451-3058 03-5799-4546 内科 小児科
0535 医療法人社団　小森クリニック 小森　直起 東京都世田谷区太子堂５－１１－４ 03-3412-8770 03-3412-8770 内科
0536 こじま小児科クリニック 小島　好文 東京都世田谷区玉川３－２１－６ 03-3700-6226 03-3700-5779 小児科
0537 村上歯科医院 村上　喜久和 東京都世田谷区下馬１－１６－３ 03-3422-7444 03-3422-7701 歯科
0538 Ｈ26/10/60号 医療法人社団健隆会 石橋医院 石橋　健一 東京都世田谷区上馬１－１１－９ 03-3410-3377 03-3410-3775 内科 小児科
0539 川口整形外科眼科 川口　正博 東京都目黒区鷹番３－６－１８　 カザーナ学芸大学２Ｆ 03-3712-1054 03-3712-1154 整形外科 リハビリ科 リウマチ科 眼科
0540 クリニックおぐら 小倉　清 東京都世田谷区若林３－１６－１１ 03-5430-2245 03-5430-2245 精神科
0541 東海渡井クリニック 渡井　健男 東京都大田区東海３－２－１　 大田市場事務棟２階 03-5492-2711 03-5492-2713 内科 外科 整形外科
0542 閉院 つかもと皮フ科 塚本　剛 東京都世田谷区赤堤４－４５－１７ 03-5300-5633 03-5300-5633 皮膚科
0543 閉院 医療法人社団壮州会　村木外科・胃腸科 村木　毅 東京都大田区大森西５－９－７ 03-3763-6986 03-3763-6976 外科 胃腸科 内科 整形外科
0544 中野医院 中野　明 東京都世田谷区尾山台３－７－１３ 03-3705-2551 03-3705-4532 内科 産婦人科 小児科
0545 医療法人社団明朋会　増田外科 武田　明芳 東京都大田区蒲田本町１－４－８ 03-3732-0877 03-3731-2301 胃腸科 内科 整形外科 皮膚科 肛門科 麻酔科
0546 閉院 中目黒はやしクリニック 林　暁 東京都目黒区上目黒１－１６－１２　鈴房ビル２Ｆ 03-3793-5690 03-3793-5690 皮膚科 形成外科 アレルギー科 泌尿器科
0547 H24/04/50号 水野皮フ科 水野　久美子 東京都世田谷区太子堂５－６－１８ 03-5486-3751 03-3419-7025 皮膚科
0548 栗原クリニック 栗原　博明 東京都大田区山王２－１－７－２Ｆ 03-5709-7677 03-5709-7688 内科 消化器科 外科 肛門科
0549 ゆうてんじ皮ふ科 西村　百合香 東京都目黒区祐天寺１－２２－５ 03-5721-0303 03-5721-0311 皮膚科
0550 医療法人社団新誠会　 成城リハケアクリニック 井上　智貴 東京都世田谷区祖師谷３－８－７ 03-5429-2292 03-5429-2293 外科 脳神経外科 リハビリ科
0551 はせべ歯科 長谷部　伸一 東京都世田谷区中町３－１－２２　 タミーズワン１Ｆ 03-5706-2500 03-3703-7575 歯科 小児歯科 矯正歯科 口腔外科
0552 柴若医院 柴若　健作 東京都目黒区洗足１－１４－２ 03-3712-1088 内科 小児科
0553 松田歯科医院 松田　幸子 東京都世田谷区野沢３－２２－８　 日生野沢マンション２０１号 03-3424-3465 03-3424-3465 歯科
0554 みずい整形外科 水井　睦 東京都目黒区祐天寺１－２２－５　 エムワイビル１Ｆ 03-5773-5665 03-5773-5666 整形外科
0555 とよしま内視鏡クリニック 豊島　治 東京都世田谷区成城６－１７－５ 03-5429-9555 03-5429-9511 内科 胃腸科 外科
0556 閉院 あべ耳鼻咽喉科アレルギー科 阿部　聡子 東京都大田区西馬込２－２－５　フラワーハイムⅠ１Ｆ 03-3778-3033 03-3778-3034 耳鼻咽喉科 アレルギー科
0557 閉院 髙崎醫院 髙崎　敏博 東京都目黒区目黒本町６－３－６ 03-3712-4527 03-3760-8087 産婦人科
0558 医療法人社団伸和会　 武井クリニック 武井　伸夫 東京都大田区南雪谷２－１７－７　 第三サンユービル１Ｆ 03-5499-8322 03-5199-8329 内科 呼吸器科 アレルギー科 小児科
0559 玉川診療所 丸山　達志 東京都世田谷区奥沢６－１３－５ 03-3701-0286 03-3701-0281 内科 消化器科 循環器科
0560 関根医院 関根　よし之 東京都大田区大森西３－９－１９ 03-3761-3901 内科
0561 閉院 島田耳鼻咽喉科医院 島田　信吾 東京都世田谷区奥沢３－３５－１４ 03-3720-3230 03-3720-3230 耳鼻咽喉科
0562 目黒ゆうあいクリニック 宮島　久幸 東京都目黒区中町２－３０－５　 敦岡ビル 03-3710-6119 03-3710-6219 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
0563 閉院 菊地クリニック 菊地　宏和 東京都世田谷区奥沢２－２－２３ 03-3725-2077 03-3725-2077 内科 皮膚科 泌尿器科 麻酔科
0564 閉院 自由が丘河合クリニック 河合　正登志 東京都目黒区自由が丘１－７－１１－３０１ 03-5701-3661 03-5701-3661 内科 心療内科 精神科
0565 自由が丘髙木クリニック 髙木　洲一郎 東京都目黒区自由が丘１－２９－７　 薮伊豆ビル６Ｆ 03-5726-3771 03-5726-3772 精神科 心療内科 神経内科
0566 宮山歯科医院 宮山　直也 東京都目黒区東山３－１－１１　 サンサーラ東山１Ｆ 03-3760-0817 03-3760-0817 歯科
0567 Ｈ25/01/53号 吉田医院 吉田　恭二 東京都目黒区碑文谷１－２８－１１ 03-3712-3396 03-3712-2006 内科 神経内科 小児科
0568 関歯科医院 関　徳明 東京都世田谷区上野毛１－３４－１５　 Ｕハイツ上野毛１０２ 03-5752-6480 03-5752-6481 歯科 矯正歯科
0569 アイ・ユーこどもクリニック 坂本　真理子 東京都世田谷区下馬１－５５－６ 03-5779-8774 03-5779-8879 小児科
0570 いまい耳鼻咽喉科 今井　容子 東京都大田区南千束３－１８－１２ 03-3726-3387 03-3726-3387 耳鼻咽喉科
0571 閉院 下目黒内科胃腸科クリニック 陳　啓峰 東京都目黒区下目黒１－３－２７　アセンド目黒４Ｆ 03-3491-3195 03-3491-3195 胃腸科 消化器科 内科
0572 西島内科クリニック 西島　敬之郎 東京都世田谷区宇奈根３－１－２１ 03-5494-2020 03-5494-2021 内科 消化器科
0573 閉院 佐藤医院 佐藤　順 東京都世田谷区赤堤２－９－９ 03-3321-5072 03-3321-5072 婦人科 内科
0574 閉院 みむら小児科クリニック 三村　明朗 東京都世田谷区深沢４－１１－３ 03-3705-3322 03-3705-3322 小児科 内科
0575 × 三軒茶屋はやかわクリニック 早川　明子 東京都世田谷区太子堂５－１５－１３ 03-6303-7383 03-3410-6621 内科 外科 消化器科 肛門科
0576 閉院 荒瀬医院 荒瀬　憲朗 東京都大田区蒲田３－１０－３ 03-3731-4511 内科 外科
0577 鈴木クリニック 鈴木　和郎 東京都大田区大森西５－２５－１１ 03-3765-9400 03-3765-9770 内科 小児科
0578 医療法人社団洸風会　 荒井クリニック 荒井　俊秀 東京都大田区中央７－１５－１４－１０２ 03-3751-0390 03-3751-0515 内科 小児科 皮膚科 泌尿器科
0579 駒沢なんば眼科 難波　龍人 東京都世田谷区駒沢１－８－１８ 03-3422-5410 03-3422-5411 眼科
0580 医療法人社団洗足会　 洗足心療内科クリニック 松島　淳 東京都目黒区洗足２－２６－１５ 03-3785-7672 03-3785-9812 精神科 心療内科
0581 おおはしさくらクリニック 大井　一輝 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 03-6277-1017 内科
0582 瀬川医院 瀬川　貴 東京都大田区上池台２－２３－１１ 03-3727-5563 03-3727-6326 内科 小児科
0583 閉院 髙木歯科医院 髙木　淳子 東京都目黒区碑文谷５－２８－１０－２０１ 03-5729-0276 03-5729-0276 歯科 矯正歯科
0584 川上歯科医院 川上　録郎 東京都世田谷区深沢6-7-12 03-3701-1300 03-3701-0626 歯科 矯正歯科
0585 湯浅デンタルクリニック 湯浅　慶一郎 東京都世田谷区用賀２－３６－１２－２Ｆ 03-5716-6081 03-5716-6082 歯科
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0586 西田医院 西田　進二 東京都目黒区柿の木坂１－３４－２０ 03-3724-5359 03-3724-5959 外科 内科 胃腸科
0587 サカウエ診療所 長　俊宏 東京都大田区南馬込３－８－２９ 03-3771-3956 03-3776-8655 内科
0588 閉院 橋本医院 橋本　忠夫 東京都大田区西蒲田５－１１－１７ 03-3731-4151 03-3731-4151 内科 小児科
0589 医療法人社団高瀬会　たかせ眼科 髙瀬　正彌 東京都目黒区中根１－６－６　 都立大渡辺ビル３階 03-5729-0887 03-5729-0630 眼科
0590 島貫医院 島貫　綾子 東京都目黒区中町２－９－３ 03-3712-4481 03-3719-7116 小児科
0591 医療法人社団目黒厚生会　本田病院 根元　健二 東京都目黒区柿の木坂１－３０－５ 03-3718-9731 03-3718-9736 整形外科 外科 内科 皮膚科 泌尿器科 人工透析
0592 医療法人社団晴晃会　 育良クリニック 浦野　晴美 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 03-3791-4122 産科 婦人科
0593 くどうちあき脳神経外科クリニック 工藤　千秋 東京都大田区大森北１－２３－１０ 03-5767-0226 03-5767-0327 脳神経外科 心療内科 整形外科 神経内科
0594 医療法人社団なつみ会　 大岡山眼科医院 岡本　道香 東京都大田区北千束１－４０－１　 石井ビル２Ｆ 03-3725-2277 03-3725-2278 眼科
0595 医療法人社団　 幸野メディカルクリニック 幸野　仁 東京都世田谷区祖師谷３－３０－２８ 03-3483-1808 03-3483-1639 内科 外科 眼科 整形外科 リハビリ科
0596 Ｈ25/04/54号 目黒医院 目黒　和子 東京都世田谷区上野毛１－４－３ 03-3702-5496 03-3702-5497 内科 麻酔科 循環器科
0597 閉院 サダカネ歯科 貞包　剛男 東京都目黒区柿の木坂１－２８－２０ 03-3717-0485 03-3717-9700 歯科
0598 まごめクリニック 富永　秀次 東京都大田区西馬込２－２－５　 フラワーハイムⅠ　２Ｆ 03-5718-1085 03-5718-1086 内科 胃腸科 外科
0599 × おな耳鼻咽喉科 小名　愛 東京都世田谷区世田谷１－１５－１１－２Ｆ 03-5477-3301 03-5477-3304 耳鼻咽喉科
0600 閉院 戸矢診療所 戸矢　和男 東京都世田谷区上馬２－２９－２０ 03-3424-3471 03-3424-3472 内科 小児科 消化器科 放射線科
0601 閉院 しのべクリニック 篠部　道隆 東京都世田谷区赤堤５－３２－２　 アーバン赤堤ビル２Ｆ 03-5355-0760 03-5355-0761 内科 人工透析
0602 閉院 医療法人社団松林鈴懸会　コスモス学芸大前クリニッ河野　順済 東京都目黒区鷹番３－１９－２　第８エスペランス４階 03-5725-8783 03-5725-8784 外科 内科
0603 安藤歯科 安藤　修 東京都目黒区目黒本町３－８－１０ 03-3792-8818 03-3792-8818 歯科
0604 岡田小児科医院 岡田　房子 東京都世田谷区奥沢６－１９－１２ 03-3702-6754 小児科
0605 上野毛耳鼻咽喉科医院 定岡　史朗 東京都世田谷区上野毛１－３０－１６ 03-3704-4133 03-3704-3387 耳鼻咽喉科
0606 Ｈ２８/４/６６号 医療法人社団荏原会　荏原医院 荏原　包臣 東京都世田谷区用賀４－１３－１１ 03-3700-0135 03-3707-6890 内科 呼吸器科 循環器科 小児科
0607 医療法人社団育真会　いば小児科　 伊庭　大介 東京都世田谷区太子堂３－１５－３ 03-3413-4976 03-3413-4970 小児科 アレルギー科
0608 医療法人社団昭和育英会　 長原三和クリニック 東　悳彦 東京都大田区上池台１－１－６ 03-3785-2602 03-3786-4414 内科
0609 閉院 小林内科クリニック 小林　哲郎 東京都大田区鵜の木２－２３－１２ 03-3757-3138 03-3757-3631 内科 小児科 胃腸科 循環器科 放射線科 健診
0610 閉院 津田耳鼻咽喉科 津田　純 東京都世田谷区新町３－２０－１　ヴェルジュ桜新町２０６号 03-5450-7237 03-5450-7237 耳鼻咽喉科
0611 ひろクリニック 新井　浩士 東京都大田区多摩川１－１５－８　 高瀬ビル１階 03-3750-1810 03-3750-1846 内科 外科 整形外科
0612 Ｈ24/07/51号 医療法人社団喜明会　奈良橋医院 奈良橋　喜成 東京都目黒区中町２－２０－７ 03-3712-5088 03-5725-7334 消化器科 外科 眼科
0613 斎藤歯科クリニック 斎藤　実 東京都世田谷区太子堂５－１－１１ 03-3424-8214 03-3424-3944 歯科
0614 閉院 柳沢眼科 柳澤　仍子 東京都世田谷区世田谷１－１6－２０ 03-3427-5152 03-3427-5152 眼科
0615 医療法人社団修勇会　 田﨑胃腸科内科 田﨑　修平 東京都世田谷区深沢６－２－１７ 03-3703-4133 03-3703-4884 内科 胃腸科 小児科
0616 医療法人社団愛和会　 馬事公苑クリニック 橋本　博史 東京都世田谷区上用賀１－２２－２３ 03-5717-7313 03-5717-7314 内科 消化器科 循環器科 リウマチ膠原病
0617 医療法人社団誠佑会　 永井小児科内科医院 永井　雄一 東京都世田谷区深沢６－２０－１４ 03-5707-0624 03-5758-7678 小児科 内科
0618 閉院 医療法人社団丸平会　城南タカ診療所 内　孝 東京都大田区大森西７－７－１６　城南医療ビル１Ｆ 03-5753-2350 03-5753-2355 内科
0619 耳鼻咽喉科久木元医院 久木元　延生 東京都世田谷区大原１－５６－５ 03-3466-3723 03-3466-3723 耳鼻咽喉科
0620 H24/04/50号 尾山台整形外科 清水　一彦 東京都世田谷区等々力４－１－１　 尾山台駅前ビル３階 03-5707-6652 03-5707-6657 整形外科 皮膚科
0621 ひとみ眼科医院 楫野　仁美 東京都世田谷区用賀２－３９－１７　 用賀駅ビル２Ｆ 03-3700-6815 03-3700-6815 眼科
0622 H22/07/43号 医療法人社団城南会 西條クリニック下馬 西條　元彦 東京都世田谷区下馬６－３１－１７ 03-3421-4386 03-4422-9950 内科 循環器科 消化器科 呼吸器科 胃腸科 皮膚科 透析
0623 閉院 医療法人社団進清会　阿部歯科医院 阿部　進 東京都世田谷区瀬田４－２８－１６ 03-3700-4985 03-3700-6447 歯科 矯正歯科 小児歯科
0624 医療法人社団仁康会　川田医院 川田　彰得 東京都大田区池上６－１－８ 03-5700-0051 03-5700-0052 内科 外科 呼吸器科 消化器科 リハビリ科
0625 医療法人社団星友会　 星野歯科駒沢クリニック 星野　元 東京都世田谷区駒沢１－３－１７　 朝野ビル２Ｆ 03-5486-8440 03-5712-4936 歯科
0626 五十子クリニック 五十子　大雅 東京都世田谷区経堂５－３－２９ 03-3426-0220 03-3426-0220 内科 内分泌内科 循環器科 皮膚科
0627 ＯＳ・ＯＭ齊藤歯科医院 齊藤　功 東京都世田谷区上用賀５－２－１６ 03-3707-7033 03-3707-7033 歯科
0628 梅ヶ丘産婦人科 辰巳　賢一 東京都世田谷区梅丘１－３３－３ 03-3429-6036 03-5477-7338 婦人科 不妊治療
0629 中尾歯科医院 中尾　一成 東京都世田谷区奥沢４－２７－１０ 03-3728-9555 03-3728-9555 歯科
0630 H20/04/34号 田宮眼科 田宮　典子 東京都世田谷区駒沢１－５－１３ 03-3487-7055 03-3487-7046 眼科
0631 H20/04/34号 医療法人社団清啓会　 林内科外科医院 林　忠清 東京都世田谷区野沢３－２３－１ 03-3421-2136 03-3421-3151 内科 外科 皮膚科 リハビリ科
0632 医療法人社団涓泉会　 山王リハビリ・クリニック 森　英二 東京都大田区東雪谷３－４－２ 03-5754-2672 03-3729-3183 リハビリ科 整形外科 内科
0633 一生堂クリニック 斎藤　博 東京都世田谷区上祖師谷５－１８－１０ パークヴィラ成城１０１ 03-3326-6602 03-3326-6603 在宅
0634 H24/01/49号 阿久津内科 今井　直子 東京都世田谷区尾山台３－３３－３ 03-3701-6868 03-3701-6868 内科 循環器
0635 つちや矯正歯科 土屋　朋未 東京都世田谷区桜新町１－１４－１２　 小泉ＴＫビル２Ｆ 03-5477-7788 03-5477-7789 矯正歯科
0636 伴野内科クリニック 伴野　正枝 東京都大田区久が原３－３６－１３－１Ｆ 03-5747-1188 03-5747-1166 内科 消化器科 胃腸科 外科 肛門科 循環器科
0637 医療法人社団奉心会　 ひまわりクリニック 佐藤　俊一 東京都世田谷区砧６－４－９　 ウッドクレスト砧Ｃ棟１Ｆ 03-3749-7788 03-3749-8668 内科 在宅
0638 医療法人社団明世会　成城内科 野村　明 東京都世田谷区成城６－２２－３ 03-5490-9111 03-5490-9112 内科
0639 浅井歯科医院 浅井　章弘 東京都世田谷区桜新町１－４０－８　 石田ビル２Ｆ 03-3420-0648 03-3420-0648 歯科 小児歯科
0640 閉院 田丸小児科医院 田丸　喜代春 東京都世田谷区瀬田５－１－１０ 03-3700-1019 小児科
0641 野口クリニック 野口　ケイコ 東京都目黒区原町１－１７－１ 03-3712-3863 03-3792-1157 内科
0642 辞退 種ヶ島共立医院 種ヶ島　勇夫 東京都世田谷区宮坂３－９－４ 03-3420-0148 03-3420-0147 内科 胃腸科 神経内科 循環器科 放射線科 理学診療科
0643 閉院 東邦メディカルクリニック 武田　成正 東京都大田区南蒲田２－４－１４ 03-5703-5880 03-5703-5881 内科
0644 自由が丘石崎歯科医院 石崎　洋輔 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 03-3718-7520 歯科 矯正歯科 小児歯科 口腔外科
0645 小林クリニック 小林　俊夫 東京都世田谷区喜多見２－１０－３－１０１ 03-3416-7119 03-3416-8515 小児科
0646 広沢内科医院 広沢　光郎 東京都大田区田園調布１－４８－５ 03-3722-1224 03-3722-1224 内科
0647 元山医院 元山　薫 東京都世田谷区成城５－６－７ 03-3484-1161 03-3484-2235 内科
0648 H24/01/49号 皮膚科　呉クリニック 呉　貴郷 東京都目黒区鷹番2-18-20 03-3760-0053 03-3460-0053 皮膚科
0649 田中歯科クリニック 田中　博子 東京都世田谷区世田谷１－１６－２２ 03-3429-8032 03-3429-6170 歯科
0650 岡医院 岡　栄 東京都世田谷区上野毛１－１３－５ 03-3701-0282 03-3701-0282 内科
0651 大沼田歯科クリニック 大沼田　浩 東京都世田谷区三軒茶屋１－３４－１３　 ハシワヤビル２Ｆ 03-3410-6800 03-3410-6800 歯科 小児歯科 矯正歯科
0652 よぎ医院 與儀　実之 東京都大田区中央８－１－５ 03-3751-0883 03-3751-0883 小児科 内科
0653 塚田歯科医院 塚田　威 東京都世田谷区奥沢３－６－６ 03-3728-0648 03-3728-0648 歯科
0654 田代内科クリニック 田代　博一 東京都世田谷区砧３－４－１ 03-3749-3001 03-3749-3008 内科 消化器科 循環器科
0655 早川クリニック 早川　信一 東京都世田谷区経堂１－１８－１ 03-3428-0255 03-3420-0839 産婦人科 皮膚科
0656 大島歯科医院 大島　基嗣 東京都世田谷区奥沢７－４７－１７ 03-3701-1459 03-3701-1433 歯科 矯正歯科
0657 つぼ内科おなかクリニック 津保　善次郎 東京都世田谷区梅丘２－２３－３０ 03-3425-0587 03-3425-0031 内科 消化器科 胃腸科
0658 西蒲田整形外科 阪本　桂造 東京都大田区東矢口３－２－１－１０８ 03-3735-2117 03-3735-2117 整形外科
0659 閉院 石原胃腸科肛門科クリニック 石原　弘之 東京都世田谷区下馬４－２３－１４ 03-3418-3036 03-3418-3036 胃腸科 肛門科 内科 外科
0660 目黒整形外科内科 信岡　史将 東京都目黒区目黒本町６－１－２ 03-5725-3677 03-5725-3688 整形外科 内科 外科
0661 清水小児科医院 清水　寛子 東京都世田谷区上馬４－２７－７ 03-3421-5696 03-3421-5696 小児科
0662 医療法人社団滉志会　 瀬田クリニック東京 後藤　重則 東京都千代田区神田駿河台２－１－４５ 03-5280-0086 03-5280-0890 内科
0663 閉院 鶴巻内科医院 鶴巻　龍之助 東京都目黒区柿の木坂３－９－１５ 03-3424-0556 03-3424-0556 内科
0664 はすぬまクリニック 堀　隆 東京都大田区西蒲田７－１２－６－１０２ 03-3738-5301 03-3734-2770 内科 外科 消化器科 整形外科 リハビリ科
0665 Ｈ25/10/56号 いなみ小児科 稲見　誠 東京都世田谷区下馬３-１０-７ 03-3421-4885 03-3411-4936 小児科
0666 橋本歯科医院 橋本　元 東京都世田谷区野沢２－３０－１５ 03-3421-9720 03-3421-9720 歯科
0667 原医院 原　正道 東京都世田谷区代沢３－１２－１７ 03-3421-0688 03-3421-1888 内科 小児科
0668 えの本耳鼻咽喉科医院 榎本　冬樹 東京都大田区東糀谷２－１３－９　 コーポダイシュウ１Ｆ 03-6666-1270 03-6666-1272 耳鼻咽喉科
0669 医療法人社団　大森診療所 北川　欣也 東京都大田区南馬込３－７－１８ 03-3771-8364 03-3778-2839 整形外科
0670 医療法人社団環会　今井医院 今井　武治 東京都大田区北嶺町30－13 03-6421-8081 03-6421-8082 胃腸科 外科 小児外科 精神科 小児科 呼吸器科
0671 医療法人社団博章会　 つかさ耳鼻咽喉科クリニック 加藤　明理 東京都目黒区東山１－４－４　 目黒東山ビル２Ｆ 03-3710-2032 03-3710-3278 耳鼻咽喉科
0672 まきた歯科医院 蒔田　裕 東京都世田谷区尾山台３－２２－１１－２０５ 03-3705-6934 03-3705-6935 歯科
0673 閉院 浅川歯科クリニック 浅川　千代子 東京都世田谷区駒沢３－２５－１２ 03-6421-8081 03-3426-5481 歯科
0674 医療法人社団　久富医院 久富　龍夫 東京都世田谷区奥沢４－５－２ 03-3720-6236 03-3720-6286 内科 小児科 消化器科 呼吸器科 循環器科
0675 五味医院 五味　建一 東京都目黒区平町２－１９－４ 03-3724-1028 03-3724-1028 内科
0676 農大通り診療所 吉田　広海 東京都世田谷区経堂１－５－６　 パルファム経堂１Ｆ 03-3439-6051 03-3439-6829 内科
0677 川井歯科医院 川井　善之 東京都世田谷区奥沢５－１３－１２　 ペルシュ奥沢１Ｆ 03-5731-2155 03-5731-2156 歯科
0678 閉院 富樫歯科医院 富樫　雅明 東京都目黒区八雲４－１２－７ 03-3724-0388 03-3724-0388 歯科
0679 押切歯科医院 押切　宏純 東京都世田谷区奥沢４－２７－２ 03-3727-6480 03-3727-6480 歯科
0680 上ノ畑医院 上ノ畑　周二 東京都世田谷区三軒茶屋１－７－１０ 03-3414-7565 03-3411-9842 内科 小児科 循環器科
0681 近藤整形外科 近藤　信和 東京都世田谷区梅丘１－１３－４ 03-3706-7043 03-3706-7043 整形外科
0682 成城こどもクリニック 木屋　恵美 東京都世田谷区成城６－５－３４　 成城コルティ３Ｆ 03-3482-1100 03-3482-1220 小児科
0683 財団法人平和協会　駒沢診療所 米谷　美津子 東京都世田谷区上馬４－５－８ 03-3424-8501 03-3424-8838 内科 婦人科 歯科
0684 医療法人社団長伸会　 メディカルライフ世田谷クリニック 柿沼　三郎 東京都世田谷区桜丘４－１６－９ 03-5426-0066 03-5426-0067 内科
0685 城田クリニック 城田　庄吾 東京都世田谷区鎌田３－２－２４　 イル・ヴェルデ１Ｆ 03-3708-8818 03-3708-8834 内科 循環器科 胃腸科
0686 つのだ歯科医院 角田　知子 東京都目黒区緑が丘２－２４－１ 03-3718-8211 03-3718-6086 歯科
0687 直宮医院 直宮　晃一 東京都世田谷区北沢３－１１－１４ 03-3468-2867 03-3468-2869 内科
0688 閉院 子上歯科医院 子上　欣一 東京都世田谷区瀬田１－２２－１３ 03-3700-5956 03-3709-5127 歯科
0689 医療法人社団こころの会　 タカハシクリニック 高橋　龍太郎 東京都大田区蒲田４－２９－１１ 03-5703-1321 03-5703-1322 精神科
0690 医療法人社団歯整会　 のぶ：デンタルクリニック 小原澤　友伸 東京都世田谷区中町４－１７－９　 粕谷ビル１Ｆ 03-5760-4618 03-5760-4619 歯科 小児歯科 矯正歯科 審美歯科 予防歯科 口腔外科
0691 医療法人社団歯整会　 のぶ：デンタルクリニック三宿 植松　裕雅 東京都世田谷区下馬１－２０－１３　 コーワビル１Ｆ 03-3487-4618 03-3487-4619 歯科 小児歯科 矯正歯科 審美歯科 予防歯科 口腔外科 インプラント
0692 石井メンタルクリニック 石井　一平 東京都大田区大森北１－２９－４ 03-3768-7132 03-3761-8677 精神科
0693 田代医院 田代　博嗣 東京都世田谷区大原２－２６－９ 03-3321-1142 03-3324-2488 皮膚科
0694 おばら消化器・肛門クリニック 小原　憲二 東京都大田区矢口２－１１－２３ 03-3750-8218 03-3750-8245 外科 消化器科 肛門科 内科 小児科
0695 H22/10/44号 医療法人社団プラタナス　 用賀アーバンクリニック 田中　勝巳 東京都世田谷区用賀２－４１－１７　 １Ｆ２Ｆ 03-5717-6331 03-5717-6332 内科 小児科 循環器内科 消化器内科 血液内科 外科 脳神経外科 リウマチ科
0696 藤田医院 藤田　和丸 東京都世田谷区玉川田園調布１－８－１ 03-3721-0611 03-3721-6938 内科 小児科 産婦人科
0697 さいす歯科クリニック 西須　武 東京都世田谷区桜３－８－１６　 ユートピアハイツ１Ｆ 03-5451-0668 03-5451-0669 歯科
0698 医療法人社団有希会　まつなが歯科 松永　顕浩 東京都世田谷区桜新町１－８－５　 小林ビル２Ｆ 03-5707-6688 03-5707-6688 歯科
0699 久保山医院 久保山　健一 東京都大田区中央５－６－５ 03-3752-0006 050-3728-0655 内科 消化器科 皮膚科
0700 五十畑クリニック 五十畑　孝司 東京都世田谷区経堂１－１１－４ 03-3429-0238 03-3429-5770 外科 内科 整形外科
0701 渡辺歯科医院 渡辺　一堯 東京都世田谷区世田谷３－７－７ 03-3420-8643 03-3426-2002 歯科
0702 医療法人社団誠敬会　ふかどう眼科 深道　修一 東京都大田区上池台１－４３－１４　 橋本ビル１階 03-3748-3500 03-3748-3500 眼科
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0703 医療法人社団 ローズレディスクリニック 千野　正子 東京都世田谷区等々力２－３－１８ 03-3703-0114 03-3703-6663 産婦人科
0704 伊藤内科胃腸科 伊藤　武之 東京都世田谷区桜丘４－１１－１３ 03-5477-8830 03-5451-8728 内科 胃腸科
0705 黒坂内科 黒坂　一秀 東京都世田谷区上北沢１－１３－１ 03-3329-1517 03-5316-7563 内科 消化器科 整形外科 皮膚科
0706 近藤内科クリニック 近藤　政彦 東京都世田谷区上馬２－２８－１６ 03-3411-1310 03-3411-6479 内科 循環器科 糖尿病科 往診 訪問診療
0707 医療法人社団　目黒中町クリニック 比企　健男 東京都目黒区中町２－３－３ 03-3712-2361 03-3712-3665 整形外科 内科 リウマチ科 リハビリ科
0708 世田谷睡眠呼吸センター 恵泉第二クリニック 小川　美弥子 東京都世田谷区南烏山４－１２－１０　 フロンティアビル２Ｆ 03-5315-8210 03-5315-8212 呼吸器内科 耳鼻咽喉科
0709 桜上水歯科医院 髙山　義明 東京都世田谷区桜上水４－１０－１６　 間瀬ビル３０１ 03-3290-8018 03-3290-8018 歯科
0710 大岡山ウィメンズクリニック 大石　親護 東京都大田区北千束３－２３－５－２Ｆ 03-5754-2814 03-5754-2834 産科 婦人科
0711 閉院 山本歯科医院 山本　啓喜 東京都世田谷区太子堂４－３－３　橋本ビル２Ｆ 橋本ビル２Ｆ 03-3422-2827 03-3422-2827 歯科
0712 ※ 平山歯科医院 平山　ヤエ 東京都世田谷区池尻３－２８－７ 03-3421-6695 03-3421-6695 歯科
0713 閉院 奥山こどもクリニック 奥山　裕子 東京都大田区多摩川１－２１－３ 03-5482-0415 03-5482-0415 小児科 内科
0714 閉院 医療法人社団ひがしやま会　品川クリニック 品川　洋三 東京都目黒区東山３－５－９ 03-3719-8011 03-3719-5384 整形外科 リハビリ科
0715 清泉メディカルクリニック 野口　淳 東京都世田谷区代沢２－３６－３０－３Ｆ 03-5433-4041 03-5433-4042 内科 皮膚科
0716 ※ H20/01/33号 財団法人平和協会　駒沢病院 米谷　俊朗 東京都世田谷区駒沢２－２－１５ 03-3424-2515 03-3424-2516 内科 外科 整形外科 麻酔科 消化器科 循環器科 リウマチ科 皮膚泌尿器科 放射線科 精神科 神経科 リハビリ科
0717 医療法人社団聖和厚生会　 玉川中央歯科クリニック 佐々木　良次 東京都世田谷区玉川４－７－８－１Ｆ 03-3708-6480 03-3708-6480 歯科 口腔外科 小児歯科 矯正歯科
0718 医療法人社団聖和厚生会　 ウェスト歯科クリニック 佐々木　良次 東京都目黒区鷹番３－７－６　２Ｆ 03-5725-2251 03-5725-2251 歯科 口腔外科 小児歯科 矯正歯科
0719 辞退 田園調布メディカルクリニック 八田　鮎 東京都大田区田園調布２－１－２２ 03-3722-1011 03-3722-8787 内科 皮膚科 循環器科
0720 医療法人財団青葉会　青葉病院 西村　光世 東京都世田谷区太子堂２－１５－２ 03-3419-7111 03-3419-7114 内科 外科 整形外科 消化器科
0721 × にしなレディースクリニック 仁科　秀則 東京都世田谷区用賀４－５－２０　 アドバンス高荒２Ｆ 03-5797-3247 03-5797-3248 産婦人科
0722 目黒耳鼻咽喉科医院 藤森　里香子 東京都目黒区目黒２－９－５　 ブラッサム目黒３Ｆ 03-3490-4187 03-3490-4187 耳鼻咽喉科
0723 八雲あいアイ館歯科診療所 阿部　正伸 東京都目黒区八雲１－１－８ 03-5701-2495 03-5701-2498 歯科
0724 網野クリニック 網野　賢次郎 東京都世田谷区池尻２－２６－５ 03-3412-6785 03-3412-6785 内科 胃腸科 外科 小児科
0725 羽田内科医院 羽田　雅夫 東京都世田谷区豪徳寺１－４６－２０ 03-5477-3901 03-5477-3901 内科 小児科
0726 閉院 医療法人社団はんぷ会　水野診療所 水野　斎司 東京都目黒区中町２－４４－２ 03-3723-5812 03-3723-5813 内科 精神科 心療内科 在宅診療
0727 閉院 医療法人社団はんぷ会　第２はんぷ会診療所 葵　一仲 東京都世田谷区上馬１－４－１０　井上ビル２Ｆ 井上ビル２Ｆ 03-5481-5813 03-5432-7057 内科 皮膚科 精神科 心療内科 在宅診療
0728 閉院 すすき歯科医院 薄木　智敬 東京都世田谷区弦巻４－２４－４ 03-3428-2955 03-3428-2955 歯科
0729 医療法人社団永研会　 永研会クリニック 羽田　哲也 東京都調布市仙川町１－１１－８　 仙川ＦＴビル２Ｆ 03-5315-1181 03-5315-1191 内科 整形外科 皮膚科 形成外科 歯科 リハビリテーション在宅診療
0730 とみやまクリニック 富山　浩二 東京都世田谷区砧４－２０－１１　 リバンドール砧１Ｆ 03-5727-3700 03-5727-3702 内科 循環器科 呼吸器科
0731 関野歯科医院 湯浅　庸子 東京都世田谷区経堂１－２６－１３ 03-3426-0883 03-3426-0883 歯科
0732 石川台内科クリニック 三浦　隆正 東京都大田区東雪谷２－３－２－１０１ 03-3726-1250 03-3726-1250 内科
0733 閉院 やまむら歯科 山村　玲子 東京都世田谷区世田谷１－４６－１０ 03-3439-6902 03-3439-6902 歯科
0734 Ｈ24/07/51号 医療法人社団はなまる会　 千歳台はなクリニック 藤江　俊雄 東京都世田谷区千歳台5-22-1 03-5490-7061 03-5490-7062 内科 呼吸器科 循環器科 アレルギー科 眼科
0735 閉院 田中耳鼻咽喉科クリニック 田中　壽一 東京都世田谷区砧３－４－１－３Ｆ 03-3417-8741 03-3417-8741 耳鼻咽喉科
0736 古賀歯科医院 古賀　興輔 東京都世田谷区野沢３－２３－２２ 03-3424-6320 03-3424-6320 歯科
0737 駒沢皮膚科クリニック 清水　顕 東京都世田谷区上馬３－１８－１１　 エルフレア３Ｆ 03-3413-6600 03-3413-6603 皮膚科 形成外科
0738 医療法人社団アート会　 キネマアートクリニック 渋井　幸裕 東京都大田区蒲田５－２８－１８　 京急醍醐共同開発ビル３階 03-5480-1940 03-5480-1941 不妊治療
0739 閉院 池ノ上歯科医院 川沼　やす子 東京都世田谷区代沢２－３６－２１ 03-3413-5316 03-3413-5316 歯科
0740 医療法人社団　本多歯科クリニック 本多　克行 東京都世田谷区玉川２－２６－３ 03-3709-0648 03-3709-0648 歯科 小児歯科 矯正歯科
0741 小野デンタルオフィス 小野　靖 東京都世田谷区用賀４－２６－２１ 03-5716-4180 03-5716-4181 歯科 小児歯科 矯正歯科
0742 渡辺医院 渡辺　ヒロ 東京都目黒区中目黒５－２６－８ 03-3712-2222 03-5720-1476 内科 胃腸科 眼科
0743 八幡山ハートクリニック 上野　正剛 東京都世田谷区八幡山２－４－２１ 03-.3303-2177 03-3303-2178 循環器科 内科
0744 医療法人社団　中川整形外科 中川　種史 東京都世田谷区用賀４－１３－８ 03-3707-4388 03-3707-1253 整形外科
0745 うちやまこどもクリニック 内山　浩志 東京都大田区久が原３－３６－１３－３Ｆ 03-3753-7172 03-3753-7192 小児科
0746 阿部整形外科 阿部　健男 東京都世田谷区砧３－４－３ 03-5727-3725 03-5727-3750 整形外科 リハビリ科
0747 Ｈ26/10/60号 さいとうクリニック 斉藤　雄介 東京都世田谷区新町２－３５－２０ 03-3425-1200 03-3420-8070 内科 消化器科
0748 医療法人社団　羽田医院 矢端　幸夫 東京都大田区久が原４－２９－９ 03-3751-0239 03-3754-8748 内科 循環器科
0749 明大前クリニック 内田　智子 東京都世田谷区松原２－４２－１４　 美鈴Ｓビル１Ｆ 03-5376-2281 03-5376-2208 内科 循環器科 皮膚科
0750 波多野歯科クリニック 波多野　一 東京都世田谷区若林４－３１－９　 ポライト第２ビル１Ｆ 03-3421-4182 03-3418-3711 歯科 小児歯科 矯正歯科 訪問診療
0751 閉院 森本クリニック 森本　正昭 東京都世田谷区玉川３－１０－１１　森本ビル３Ｆ 03-3700-4124 03-3700-4158 産婦人科
0752 まきのクリニック 牧野　洋 東京都世田谷区用賀２－３８－７ 03-5716-5858 03-5716-5857 内科 循環器科 胃腸科 呼吸器科 皮膚科 アレルギー科 リハビリ科
0753 白須賀医院 白須賀　美樹 東京都世田谷区赤堤３－１２－１８ 03-3328-1078 03-3328-1078 外科 整形外科 歯科 小児歯科
0754 中野医院 中野　敏江 東京都目黒区緑が丘２－２３－１６ 03-3717-0230 03-3717-3367 小児科
0755 H23/10/48号 依田レディスクリニック 依田　和彦 東京都世田谷区北沢２－２６－３　 小川ビル２Ｆ 03-3469-0828 03-3469-0855 産婦人科
0756 医療法人社団慈真会　柳澤医院 柳澤　徹 東京都大田区北千束３－２８－６ 03-3729-3638 03-3729-1557 内科 小児科 神経内科
0757 経堂耳鼻咽喉科 岡　良己 東京都世田谷区経堂２－１－３３ 経堂コルティ３０８ 03-3425-3387 03-3425-3387 耳鼻咽喉科
0758 仁藤医院 仁藤　裕 東京都世田谷区瀬田４－１８－５ 03-3700-6216 03-3700-6216 内科 外科 胃腸科 皮膚科
0759 草間歯科医院 草間　久子 東京都世田谷区上馬３－２－１２ 03-3414-6933 03-3414-6160 歯科
0760 医療法人社団歯正会　 矯正・自由が丘歯科室 篠崎　直樹 東京都世田谷区奥沢５－２７－５　 魚菜プラザ２Ｆ 03-3717-4182 03-3717-4182 矯正歯科 歯科
0761 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 大鹿　直方 東京都目黒区中央町２－５－１２ 03-3792-3111 03-3792-3166 老健施設
0762 閉院 稲村内科医院 稲村　富美子 東京都世田谷区東玉川２－３１－１９ 03-3748-2816 03-3748-2816 内科
0763 閉院 歯科江藤　 江藤　世助 東京都世田谷区下馬３－３３－８ 03-3421-5271 03-3410-0727 歯科
0764 おおくら歯科口腔外科 大倉　一徳 東京都世田谷区等々力５－９－２ 03-5760-7110 03-5760-7110 歯科 口腔外科
0765 閉院 酒井歯科クリニック 酒井　利幸 東京都世田谷区喜多見３－２２－２０－２Ｆ 03-3416-4182 03-3416-4172 歯科 小児歯科
0766 医療法人社団慈久会　 山田外科クリニック 山田　勝久 東京都世田谷区宮坂３－４６－２ 03-3420-2704 03-3420-2704 外科 整形外科 脳神経外科 胃腸科
0767 土屋歯科クリニック 土屋　信博 東京都世田谷区三軒茶屋１－３２－１５　 ハイツ北岡２Ｆ 03-3411-6854 03-3411-6854 歯科 小児歯科
0768 菊池歯科医院 菊池　俊 東京都世田谷区奥沢７－２０－１４ 03-3704-4455 03-3704-4788 歯科
0769 佐中医院 佐中　雅信 東京都世田谷区若林４－１７－７ 03-3421-9728 03-3421-3191 内科 小児科
0770 × よだ眼科クリニック 依田　初栄 東京都世田谷区北沢２－２６－３ 03-3469-0828 03-3469-0855 眼科
0771 ナグモ医院 南雲　晃彦 東京都大田区西糀谷４－２１－１６ 03-3742-0556 03-3742-0612 内科 小児科
0772 雪谷大塚クリニック 雨宮　隆太 東京都大田区北嶺町２－６ 03-5754-2062 03-5754-2063 内科 呼吸器科
0773 平川医院 平川　恒久 東京都目黒区洗足１－９－１０ 03-3712-5968 03-3714-9001 内科 消化器科
0774 医療法人社団健栄会　 二子玉川駅前クリニック 今井　利一 東京都世田谷区玉川２－２４－２４　 セゾン玉川１Ｆ 03-3708-1166 03-5717-7722 内科 外科 泌尿器科
0775 変更あり 医療法人社団鳳優会　 荏原ホームケアクリニック 藤元　流八郎 東京都品川区戸越５－１４－２４ ＩＴＯビル５階 03-5788-6088 03-5788-6087 内科 神経内科 リハビリ科 泌尿器科
0776 閉院 医療法人社団鳳優会　 城南ホームケアクリニック 長谷川　幸祐 東京都世田谷区下馬６－８－６　 Sａｔａｋｅ　Hｏｕｓｅ１階　 03-5724-6416 03-5724-6417 内科 神経内科 リハビリ科
0777 閉院 医療法人社団鳳優会　城西ホームケアクリニック 鉄田　聡哉 東京都世田谷区世田谷4-18-7 03-5451-3611 03-5451-3612 内科 神経内科
0778 医療法人社団医輝会　 東郷医院 東郷　清児 東京都三鷹市下連雀3-34-13 フォレスタ三鷹501 0422-70-3050 0422-70-3051 内科
0779 医療法人社団喜美会　 自由が丘クリニック 中北　信昭 東京都目黒区八雲３－１２－１０ 03-5701-2500 03-5701-2633 形成外科 美容外科 皮膚科
0780 大矢医院 大矢　妙子 東京都大田区大森東２－１５－８ 03-3761-7155 03-3763-9519 内科
0781 医療法人社団十進会　 波平レディスクリニック 波平　進 東京都世田谷区経堂２－１７－１ 03-5477-0236 03-5477-0236 産婦人科 泌尿器科
0782 芳村歯科医院 芳村　直平 東京都世田谷区上野毛２－５－２５－１０５ 03-3704-2213 03-3704-2213 歯科
0783 等々力皮フ科形成外科 大久保　正智 東京都世田谷区等々力３－６－１５－３０２ 03-3701-5785 03-3701-6668 皮膚科 形成外科 アレルギー科
0784 まい歯科医院 佐藤　一郎 東京都世田谷区用賀４－１２－４　 テラス・マイ１Ｆ 03-3707-1814 03-3707-1814 歯科
0785 髙島歯科医院 髙島　雅典 東京都世田谷区世田谷１－１０－１６ 03-3428-5505 03-3428-5505 歯科
0786 弦巻歯科クリニック 赤澤　完雄 東京都世田谷区弦巻３－１３－１３ 03-5451-8241 03-5451-8240 歯科
0787 閉院 木村内科・胃腸科クリニック 木村　健 東京都世田谷区下馬１－３１－３ 03-3421-2711 03-3421-2712 内科 胃腸科 消化器科 内視鏡科
0788 Ｅデンタルクリニック 沼田　英知 東京都世田谷区若林１－８－８　 デンス河野ビル１階 03-3411-8225 03-3411-8225 歯科
0789 澤歯科医院 澤　正久 東京都世田谷区中町４－１７－１８ 03-3705-0881 03-3705-3831 歯科
0790 日髙デンタルクリニック 日髙　俊之 東京都世田谷区玉川田園調布１－８－１０ 03-3722-4581 03-3722-4589 歯科
0791 中島内科小児科医院 中島　林太郎 東京都世田谷区下馬５－７－２０ 03-3418-1889 03-3410-0498 内科 小児科 循環器科
0792 田園調布クリニック 田辺　巖 東京都大田区田園調布３－５－７ 03-3722-0801 03-3722-2011 精神科 神経科 心療内科 内科
0793 かとうホームケアクリニック 加藤　博則 東京都大田区下丸子２－６－２３－１０１ 03-3757-2162 03-6379-1162 内科 外科 整形外科
0794 医療法人社団至髙会　 たかせクリニック 髙瀬　義昌 東京都大田区矢口１－５－１ KIPビル５Ｆ 03-5732-2525 03-5732-2526 内科 心療内科 麻酔科 訪問診療
0795 自由が丘本間内科クリニック 本間　良子 東京都目黒区自由が丘１－２２－８ 03-3717-4201 03-3717-4201 内科
0796 岩田レディースクリニック 岩田　美智恵 東京都大田区田園調布１－６－１１ 03-3722-1272 03-3722-7487 婦人科 産科 皮膚科
0797 望月眼科クリニック 望月　弘嗣 東京都世田谷区奥沢３－２８－７ 03-5754-4113 03-5754-4114 眼科
0798 医療法人社団三侑会　三木歯科医院 三木　寿夫 東京都目黒区大岡山１－６－１ 03-3724-0558 03-3725-0545 歯科 口腔外科
0799 医療法人社団青泉会 下北沢病院 菊池　守 東京都世田谷区北沢２－８－１６ 03-3460-0300 03-3467-8760 内科 循環器科 糖尿病内科 整形外科 形成外科 心臓血管外科 リウマチ科 皮膚科 麻酔科 リハビリテーション科
0800 難波歯科医院 難波　裕子 東京都世田谷区瀬田２－２８－７ 03-3707-4183 03-3707-3813 歯科 小児歯科
0801 医療法人社団　歯科むとう 武藤　昌文 東京都世田谷区桜３－１５－１８　 パラスト馬事公苑１０４ 03-3428-7733 03-3428-7733 歯科
0802 たけまさクリニック 長　剛正 東京都目黒区祐天寺２－１５－６ 03-5768-1336 03-5768-1338 内科 消化器科 外科 肛門科
0803 成城ささもと小児科・アレルギー科 笹本　明義 東京都世田谷区成城６－５－２７　 堀ビル２階 03-3789-1153 03-3789-1154 小児科 アレルギー科
0804 H23/07/47号 尾山台かばやま小児科・ｱﾚﾙｷﾞｰ科 樺山　浩彦 東京都世田谷区等々力4－１－１５－２Ｆ 03-5758-1146 03-5758-1147 小児科 アレルギー科
0805 閉院 kit 今井内科外科クリニック 今井　茂 東京都大田区東雪谷２－１７－１グランティ雪谷１Ｆ 03-3748-0028 03-3748-0028 内科 外科 胃腸科 肛門科 放射線科
0806 H23/01/45号 せたがや岡田整形外科 岡田　英次朗 東京都世田谷区太子堂４－３０－２５－１階 03-3422-8877 03-3422-8765 整形外科 リハビリ科 内科
0807 Ｈ24/10/52号 上野毛皮膚科クリニック 石河　亜紀子 東京都世田谷区上野毛２－６－１８　 ペルレ上野毛２階 03-5706-4137 03-5758-7577 皮膚科
0808 小笠原医院 小笠原　寛 東京都大田区西蒲田１－２２－１６ 03-3753-2429 03-3753-0947 内科 小児科
0809 ひまわり井田クリニック 井田　英明 東京都目黒区目黒３－１４－３ 03-3791-7650 03-5773-5836 内科 神経内科
0810 よしざわ整形外科クリニック 吉澤　利之 東京都大田区矢口１－２８－１９　 ＮＩビル１Ｆ 03-3757-1789 03-3757-1812 整形外科
0811 医療法人社団　塚原整形外科 塚原　茂 東京都世田谷区宮阪３－１３－１　 経堂オリオン１階 03-5450-3131 03-5450-3148 整形外科 リハビリ科 リウマチ科
0812 医療法人社団誠粋会　 さくらクリニック 堀　訓也 東京都世田谷区桜新町１－１４－２２ 03-5477-8040 03-5477-8040 内科 皮膚科 整形外科 外科
0813 おか歯科医院 岡　久 東京都世田谷区奥沢７－１９－９　 塚原ビル３階 03-3703-8256 03-3703-8268 歯科
0814 きたみ胃・大腸クリニック 西堀　英樹 東京都世田谷区喜多見８－１８－１０　 小泉ビル３Ｆ 03-5494-8411 03-5494-8412 消化器内科 大腸内視鏡外科
0815 Ｈ26/07/59号 さくらがおか耳鼻咽喉科クリニック 三谷　芳美 東京都世田谷区桜丘２－２４－３　 直井ビル１階 03-5799-3387 03-5799-3387 耳鼻咽喉科
0816 医療法人社団優歯会　 アーク歯科・矯正歯科 吉田　哲也 東京都目黒区鷹番２－１９－３　 大伴ビルⅦ３Ｆ 03-3760-9191 03-3760-9192 歯科 矯正歯科 小児歯科
0817 山田耳鼻咽喉科 山田　勝士 東京都世田谷区太子堂４－２３－１２　 井上ビル３Ｆ 03-3424-0506 03-3424-0506 耳鼻咽喉科 アレルギー科 気管食道科
0818 あいと 酒井医院 酒井　俊英 東京都大田区池上５－７－４ 03-3751-1311 03-3754-6631 内科 循環器科 小児科
0819 田園調布ファミリークリニック 梅沢　義裕 東京都大田区田園調布２－６２－５　 東急ｽｸｴｱｶﾞｰﾃﾞﾝｻｲﾄ南館２Ｆ 03-3721-1234 03-3721-1201 脳神経外科 内科 神経内科
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0820 閉院 永富眼科 市野　絵美 東京都目黒区自由が丘１－２９－７　 一誠堂ビル４Ｆ 03-3718-5377 03-3718-8765 眼科
0821 桜クリニック 髙頭　忠明 東京都世田谷区桜３－９－１２ 03-3425-8744 03-3706-9647 精神科
0822 閉院 医療法人社団松栄会　小松内科小児科クリニック 小松　勉 東京都大田区池上７－６－１０　ヴィクトワール池上２０１ 03-3754-2050 03-3754-5010 内科 小児科 消化器科
0823 H23/01/45号 医療法人社団未知会　宮崎整形外科 宮崎　祐 東京都世田谷区桜新町１－３－２ 03-3703-9111 03-3701-7704 整形外科 リハビリ科 外科 胃腸科 乳腺科
0824 閉院 細田歯科医院 細田　晴行 東京都目黒区五本木３－２６－１ 03-3719-8148 03-3719-8148 歯科
0825 変更あり　備考参照 医療法人社団白寿会　 介護老人保健施設　玉川すばる 細井　睦美 東京都世田谷区瀬田４－１－１４ 03-5797-5525 03-5797-5530 内科 小児科 整形外科 老健施設 一般外科
0826 成城墨岡クリニック分院 高桑　光俊 東京都世田谷区成城２－２２－９ 03-3749-1122 03-3749-1120 精神科
0827 井出内科クリニック 井出　雅生 東京都大田区下丸子３－１３－１１ 03-3757-2484 03-3757-5828 内科 循環器科 小児科
0828 あさひろ眼科医院 朝広　信彦 東京都大田区久が原５－１７－８ 03-3751-7751 03-3752-8227 眼科
0829 池田歯科診療室 池田　泰 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 03-5726-0419 歯科 小児歯科
0830 桑鶴歯科医院 星野　睦代 東京都品川区平塚３－３－７　 スタープラレツ１０１ 03-5750-4618 03-5750-4618 歯科
0831 古澤歯科医院 古澤　博行 東京都品川区二葉４－１４－１６ 03-3781-5068 03-3781-5382 歯科 小児歯科
0832 石川歯科 石川　立行 東京都品川区中延４－６－17 エクセレントⅡ　２F 03-5702-1198 03-5702-1198 歯科
0833 白田歯科クリニック 白田　和彦 東京都品川区平塚２－１８－１２ 03-3785-6471 03-5702-6004 歯科 矯正歯科 小児歯科
0834 田村内科医院 田村　武司 東京都世田谷区等々力８－１８－２０ 03-3701-0222 03-3701-0222 内科 循環器科 神経内科
0835 医療法人社団慈桜会　 渡辺クリニック 渡邉　浩 東京都世田谷区桜丘２－５－２３ 03-5426-8624 03-5426-8625 内科 小児科 呼吸器科 アレルギー科
0836 三輪歯科医院 三輪　尚平 東京都世田谷区駒沢２－１－１　 第二山国ビル２階 03-3422-7666 03-3422-7666 歯科
0837 閉院 医療法人社団蛎一会　けやきクリニック 秋澤　暢達 東京都世田谷区松原５－２６－１１　スポーツプレックス東松原１階 03-5355-5825 03-5355-5826 内科
0838 たかくら歯科・矯正歯科クリニック 富塚　百々子 東京都目黒区中根１－３－１７ パピルス都立大２Ｆ 03-5726-0884 03-5726-0817 矯正歯科 小児歯科 歯科
0839 清水坂歯科医院 清水　久代 東京都品川区戸越２－１－２０ 03-3783-2200 03-3783-7580 歯科
0840 医療法人社団スマイルデザイン　 自由が丘矯正歯科クリニック 成田　信一 東京都世田谷区奥沢５－２４－１０　 小野ビル３Ｆ 03-5731-9387 03-5731-9397 矯正歯科 予防歯科
0841 沼部歯科医院 沼部　真理子 東京都世田谷区駒沢３－１２－１１ 03-3412-8281 03-3424-9713 歯科
0842 医療法人社団泰信会　秋田医院 秋田　泰 東京都大田区西蒲田６－１０－８ 03-3733-0555 03-3733-0557 内科 小児科 皮膚科
0843 医療法人社団永高会　 蒲田クリニック 土屋　哲 東京都大田区蒲田５－４０－７　 大塚ビル４Ｆ 03-3737-6221 03-3737-6241 内科 外科 循環器科
0844 医療法人社団　藤田医院 藤田　実彦 東京都目黒区碑文谷６－４－１０ 03-3712-6731 03-3716-8552 内科 小児科
0845 わかば小児科クリニック 宇塚　里奈 東京都大田区大森中１－１４－１ 03-5763-0508 03-5763-0508 小児科
0846 とよつぐ歯科クリニック 島田　豊嗣 東京都品川区平塚１－６－２０　 キャピタル８０８－２０１ 03-3788-0907 03-3788-0907 歯科 小児歯科
0847 皆川歯科医院 皆川　淳 東京都品川区二葉１－１２－１０ 03-5702-5888 03-5702-5888 歯科
0848 閉院 歯科タナカ医院
0849 石川歯科医院 石川　眞理 東京都世田谷区上祖師谷５－９－２８　 　ロックアーバン１Ｆ 03-3326-1005 03-3326-1005 歯科
0850 田村クリニック 田村　清明 東京都世田谷区粕谷４－１５－１ 03-5313-5213 03-5313-5213 内科 消化器科 外科
0851 閉院 横田歯科医院 横田　由三 東京都世田谷区桜丘５－４８－１０ 03-3427-2255 03-3427-2255 歯科
0852 閉院 梶口歯科 梶口　理 東京都世田谷区若林４－３１－１５　 光映ビル３階 03-3419-0145 03-3487-1013 歯科 インプラント
0853 医療法人社団祐清会　 加藤歯科クリニック 加藤　英治 東京都目黒区上目黒１－２６－１－２０９ 03-3714-1313 03-3714-1515 歯科
0854 小野田歯科クリニック 小野田　守 東京都目黒区上目黒１－１８－８－１Ｆ 03-3794-1374 03-3794-1374 歯科
0855 閉院 中島内科医院 中島　令一 東京都世田谷区上用賀４－３－１０ 03-3428-0012 03-3428-0012 内科
0856 古屋歯科クリニック 古屋　元之 東京都世田谷区宮坂３－１８－４ 03-5450-4618 03-5450-4614 歯科
0857 田中歯科医院 田中　秀夫 東京都世田谷区梅丘１－１４－８　 グレーステラ３Ｆ 03-3429-5617 03-3425-3266 歯科 小児歯科
0858 伊藤歯科医院 伊藤　昭治 東京都世田谷区上馬２－２９－１９ 03-3418-3333 03-3424-3363 歯科
0859 歯科うるが 宇留賀　勝 東京都世田谷区桜上水４－１６－１５ 03-3302-5235 03-3302-5193 歯科 小児歯科
0860 稲葉歯科医院 稲葉　俊介 東京都世田谷区経堂１－１７－１０ 03-3426-1616 03-3426-1616 歯科
0861 南風歯科医院 佐藤　仁 東京都目黒区洗足１－１－１２ 03-3710-1802 03-3710-1802 歯科 口腔外科 小児歯科
0862 医療法人社団昌伸会　 北村歯科クリニック 北村　昌敬 東京都世田谷区深沢２－１－１０　 深沢ハウス店舗棟 03-3703-0808 03-3703-0808 歯科
0863 閉院 桜田歯科医院 桜田　啓子 東京都世田谷区太子堂１－８－１５ 03-3424-0272 03-3424-0272 歯科
0864 広田歯科 広田　政司 東京都品川区戸越５－１１－６　 ＴＡＫＩビル２Ｆ 03-3784-4111 03-3784-4112 歯科 矯正歯科
0865 伊奈歯科医院 伊奈　幹晃 東京都世田谷区松原５－２－６　 田島ビル２Ｆ 03-5376-0191 03-5376-0192 歯科
0866 閉院 鈴木皮膚科医院 鈴木　日出和 東京都世田谷区奥沢３－２３－１０ 03-3720-4642 03-3727-7745 皮膚科 泌尿器科
0867 田中デンタルクリニック 田中　耕誠 東京都品川区上大崎２－２４－１８　 ストークマンション目黒２０３ 03-3493-8415 03-3493-8424 歯科
0868 加藤歯科クリニック 加藤　興一 東京都世田谷区池尻３－３－１　 キドビル１Ｆ 03-3418-7556 03-3418-7563 歯科 小児歯科 口腔外科
0869 医療法人社団理光会　 いとう整形外科 伊藤　邦成 東京都世田谷区三軒茶屋１－３９－５－１０１ 03-3418-0203 03-5431-6326 整形外科
0870 辛島歯科医院 辛島　千歳 東京都品川区小山５－８－２０ 03-3781-2627 03-3781-2627 歯科
0871 医療法人社団チャーミー会　 チャーミーデンタルクリニック 市川　弘道 東京都世田谷区梅丘１－１９－９ 梅丘南マンション３０２ 03-6413-6156 03-6413-6157 歯科
0872 ヨシエ歯科 田中　良枝 東京都世田谷区代沢５－１７－６　 はなぶビル１Ｆ 03-3795-1182 03-3795-1470 歯科
0873 勝俣歯科医院 勝俣　正之 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 03-3793-3777 歯科 矯正歯科 小児歯科 口腔外科
0874 井口歯科医院 井口　裕一 東京都品川区小山３－２３－７ パルムカドヤ２０１ 03-3788-0202 03-3788-0202 歯科 矯正歯科 小児歯科
0875 くさか歯科医院 日下　禮子 東京都世田谷区祖師谷５－１－３０ 03-3484-8671 03-3484-8671 歯科
0876 加藤クリニック 加藤　良郎 東京都世田谷区野沢2-14-5 03-3414-9688 03-3414-9691 内科 胃腸科 循環器科
0877 こじま歯科クリニック 小島　正敬 東京都世田谷区用賀２－３３－１０ 03-3708-0648 03-3708-0648 歯科
0878 祐天寺松本クリニック 松本　誓子 東京都目黒区祐天寺２－１７－１１ 03-3710-0071 03-3710-0071 精神科 内科
0879 大屋歯科 大屋　亨 東京都世田谷区経堂４－１１－７ 03-5477-6888 03-5477-6888 歯科
0880 イワタクリニック 岩田　長人 東京都渋谷区渋谷１－１－１０　 ニューハイツ青山２０１ 03-3486-7872 03-5485-6989 神経科 精神科 心療内科
0881 閉院 山川医院 山川　明彦 東京都世田谷区代田１－４１－３ 03-3422-1669 03-3411-7118 内科 循環器科 小児科 産婦人科
0882 青木医院 青木　伸夫 東京都大田区久が原２－１２－１０　 ウィステリア久が原１Ｆ 03-5748-1216 03-5748-1217 内科 小児科
0883 杉山産婦人科 世田谷 杉山　力一 東京都世田谷区大原１－５３－１ 03-5454-8181 03-5454-1141 産科 婦人科
0884 あべ歯科医院 安部　弘幸 東京都世田谷区下馬３－１６－１３ 03-3413-3740 03-3413-3740 歯科
0885 松山歯科医院 松山　瑛子 東京都世田谷区若林３－１９－８ 03-3421-4449 03-3421-4449 歯科
0886 のぐち歯科 埜口　潮人 東京都品川区中延５－３－１２－３Ｆ 03-3784-5214 03-3784-5214 歯科 小児歯科 口腔外科 矯正歯科
0887 豊川クリニック 豊川　泰彦 東京都世田谷区奥沢５－２４－１７－２０Ｂ 03-6693-0611 03-6693-0638 内科 リウマチ科 在宅診療
0888 山口内科小児科医院 山口　開 東京都世田谷区三軒茶屋２－６－５ 03-3424-3651 03-3424-3652 内科 小児科 消化器科
0889 浅井歯科医院 浅井　圭子 東京都世田谷区宮坂３－４０－５ 03-3302-0057 03-3302-0057 歯科 小児歯科
0890 秋草歯科医院 秋草　裕民 東京都目黒区自由が丘１－７－１５ 03-3717-7378 03-3717-7378 歯科 小児歯科
0891 デンタルクリニック　サンシャイン 笹嶋　正章 東京都世田谷区三軒茶屋１－２２－７ ＢＴＳビル２Ｆ 03-5430-8241 03-5430-8287 歯科 小児歯科 矯正歯科 口腔外科
0892 閉院 田口小児歯科医院 田口　勝俊 東京都世田谷区玉川３－２０－１１　マノアタマガワ第１ビル２０３ 03-3707-2233 03-3707-2249 歯科 小児歯科 矯正歯科
0893 かわいクリニック 河井　誠 東京都大田区西蒲田７－３７－１０ グリーンプレイス蒲田３階 03-5710-8021 03-5710-8022 内科 呼吸器科 在宅診療
0894 目黒本町眼科 太田　眞理 東京都目黒区目黒本町６－１－３ 03-5704-0206 03-5704-0206 眼科
0895 辞退 医療法人社団松原会　祐天寺ハートフルクリニック 徳田　芳子 東京都目黒区祐天寺２－１５－１７　祐天寺サンタビル２０４ 03-5773-9773 03-5773-9772 内科 心療内科 精神科
0896 医療法人社団元直会　浅野歯科医院 浅野　紀元 東京都世田谷区上野毛２－８－１１ 03-3705-2811 03-3705-6139 歯科
0897 東肛門科胃腸科クリニック 東　光邦 東京都渋谷区恵比寿１－９－７　 ＩＴＯＸ３Ｆ 03-3280-0021 03-3280-6600 胃腸科 肛門科
0898 加藤小児科内科医院 加藤　香代子 東京都大田区矢口１－１９－２５ 03-3759-6169 03-3759-2769 小児科 内科 胃腸科 呼吸器科
0899 × 医療法人社団松淨会　松原医院 松原　健朗 東京都目黒区自由が丘３－１０－８ 03-5701-6777 03-5701-6776 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
0900 仁木眼科医院 仁木　智 東京都目黒区緑が丘1-11-5 03-3718-0743 03-37180743 眼科
0901 タカノ内科クリニック 髙野　利典 東京都大田区萩中２－３－２１ 03-3741-0202 03-3741-0202 内科 小児科
0902 H22/10/44号 駒沢みみ・はな・のどクリニック 堀口　哲男 東京都世田谷区駒沢４－１８－１９ 03-5430-4133 03-5430-4134 耳鼻咽喉科 アレルギー科
0903 H23/01/45号 医療法人社団光晶会　 武田メディカルクリニック 武田　光史 東京都目黒区八雲３－５－３ 03-5726-1122 03-5726-1123 内科 外科 小児科 リハビリ科
0904 かなざわ内科クリニック 金澤　修 東京都世田谷区宮坂１－３８－１８ 03-5942-6833 03-5426-3659 内科 呼吸器科 アレルギー科
0905 医療法人社団親樹会　 恵泉クリニック 太田　祥一 東京都世田谷区上祖師谷１－３５－１５　 シオン烏山 03-3326-5408 03-3326-5481 内科 在宅 整形外科 心療内科
0906 慶友銀座ｸﾘﾆｯｸ耳鼻咽喉科ｱﾚﾙｷﾞｰ科 大場　俊彦 東京都中央区築地１－１３－１１－２Ｆ 03-3542-3387 03-3542-3883 耳鼻咽喉科 アレルギー科 気管食道科
0907 にしだ歯科クリニック 西田　裕威 東京都目黒区五本木１－２３－１５－１Ｆ 03-5722-8648 03-5722-8648 歯科 口腔外科 小児歯科 矯正歯科
0908 H23/04/46号 加藤整形外科クリニック 加藤　隆史 東京都目黒区緑が丘３－４－７ 03-3726-0020 03-3726-0020 整形外科 リハビリ科 リウマチ科
0909 フロッギーズクリニック 池上　恭司 東京都世田谷区野沢１－３５－８－３０１ 03-5779-9919 03-5779-9939 内科 小児科 心療内科 精神神経内科
0910 閉院 下小鶴医院 下小鶴　英一 東京都世田谷区駒沢１－１６－３ 03-3421-0456 03-3421-1479 内科
0911 医療法人社団ＳＥＡＳＯＮＳ　 東京リウマチクリニック 天本　藤緒 東京都大田区北千束１－２１－１５ 03-6421-2567 03-6421-2568 リウマチ科
0912 医療法人社団奉歯会　経堂歯科医院 古荘　建 東京都世田谷区宮坂３－４－１　 ライオンズマンション２０５ 03-5450-6522 03-5450-6520 歯科 小児歯科
0913 医療法人社団奉歯会　 下高井戸歯科室 大竹　聡子 東京都世田谷区赤堤５－４３－１　２階 03-5301-8211 03-5301-8217 歯科 小児歯科
0914 医療法人社団爽樹会　 樹のはなクリニック 奈良岡　美恵子東京都世田谷区太子堂２－２６－２－１Ｆ 03-5433-3388 03-5433-3389 内科 麻酔科
0915 ラグナデンタルクリニック 森　英雄 東京都世田谷区梅丘１－２２－７　 フジビル２Ｆ 03-3439-1181 03-3439-1224 歯科 口腔外科 小児歯科
0916 閉院 大倉歯科医院 大倉　公司 東京都目黒区碑文谷３－１６－２０ 03-3711-2738 03-3711-2796 歯科
0917 医療法人社団正英会　呂歯科診療所 呂　正博 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 03-3724-1764 歯科 小児歯科 矯正歯科
0918 碑文谷コート歯科 原　哲夫 東京都目黒区目黒本町４－２０－１０ 03-3760-2831 03-3760-2831 歯科
0919 土肥歯科医院 土肥　嘉照 東京都目黒区目黒１－１－１ 03-3713-1666 03-3713-1666 歯科
0920 閉院 健石歯科医院 健石　照雄 東京都目黒区駒場１－３１－３ 03-3469-0033 03-3469-0881 歯科 口腔外科 小児歯科 インプラント 歯内療法科 歯周病科
0921 仁愛会歯科　自由が丘クリニック 奥村　弘一郎 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 03-3724-7742 歯科
0922 都立大川口眼科 川口　龍平 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 03-6273-8560 眼科
0923 半沢歯科医院 半澤　綾一 東京都目黒区自由が丘３－１１－２４－２Ｆ 03-5701-5027 03-5701-5027 歯科
0924 小島内科医院 小島　利周 東京都世田谷区祖師谷３－３６－２９ 03-3789-1151 03-3789-1152 内科 消化器科
0925 五本木クリニック 桑満　おさむ 東京都目黒区中央町2-18-14 03-5721-7000 03-5721-7003 泌尿器科 内科 皮膚科 美容外科
0926 自由が丘南口クリニック 稲本　伸子 東京都世田谷区奥沢6-21-11 03-5707-1031 03-5707-1032 内科 透析 皮膚科
0927 閉院 ターミナル診療所 田代　義教 東京都大田区平和島2-1-1　京浜トラックターミナル内 03-3762-5116 03-3766-0705 内科 皮膚科
0928 斉藤歯科医院 斉藤　善司 神奈川県川崎市高津区二子2-8-10 044-822-8391 044-850-5418 歯科 小児歯科
0929 たまきクリニック 玉木　優子 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 03-5731-7217 内科 心療内科 アレルギー科 小児科 漢方内科
0930 めぐみクリニック目黒 小野　直美 東京都品川区上大崎2-12-2 ミズホビル２F 03-5422-9877 03-5422-9878 内科 消化器内科 肝臓内科 糖尿病内科 内分泌代謝内科 循環器内科
0931 二子玉川小児歯科 松永　幸裕 東京都世田谷区玉川2-14-9　 ツインシティーＨ　２Ｆ 03-5717-3500 03-5717-3501 小児歯科 矯正歯科 歯科
0932 医療法人社団土筆会 桜丘クリニック 比嘉　晃二 東京都世田谷区桜丘5-17-4　 直井ビル１Ｆ 03-5426-2292 03-5799-4555 内科 消化器内科 皮膚科
0933 医療法人社団伍光会　田園調布醫院 肌附　英幸 東京都大田区田園調布南22-10　 光機舎ﾋﾞﾙ１階 03-5732-1955 03-5732-1956 内科 皮膚科 泌尿器科 整形外科 リハビリテーション科
0934 都立大わたなべ耳鼻咽喉科 渡邊　道隆 東京都目黒区八雲2-8-11　 第一益戸ビル１Ｆ 03-5726-1133 03-5726-1136 耳鼻咽喉科
0935 自由が丘ＭＣクリニック 大谷　伸久 東京都目黒区自由が丘1-3-17 03-3717-3514 03-3717-3541 形成外科 外科 皮膚科 麻酔科 内科
0936 腎内科クリニック世田谷 菅沼　信也 東京都世田谷区南烏山4-21-14 03-5969-4976 03-5969-4970 腎臓内科 人工透析内科 糖尿病内科



2022/8/2

登録医番号 閉院情報 掲載済 法人名 院長名 所在地 ビル名 電話番号 ＦＡＸ番号 診療科

0937 医療法人　光輪会　 あおぞらクリニック 唐沢　隆文 神奈川県横浜市都筑区茅ヶ崎中央４０－３ 045-949-5066 045-949-5067 内科
0938 医療法人社団　山手クリニック 服部　幹彦 東京都世田谷区代沢２－２８－１１ 03-5431-5228 03-5431-5229 整形外科 内科 皮膚科 リハビリ科 訪問診療
0939 えびす英クリニック 松尾　英男 東京都渋谷区恵比寿南2-17-2-102 03-5720-7760 03-5720-7759 内科
0940 閉院 プライマリーケア東京クリニック 黒須　譲 東京都世田谷区北沢２－１－１６－３Ｆ 03-5432-7177 03-5432-7178 内科 麻酔科 外科
0941 かやしま医院 萱嶋　信介 東京都世田谷区下馬6-21-2 03-3418-6555 03-3418-6555 内科 消化器科 呼吸器科 小児科
0942 Ｈ25/10/56号 松尾内科クリニック 松尾　孝俊 東京都世田谷区用賀2-10-14　１Ｆ 03-5717-7272 03-5717-7271 内科 循環器科 呼吸器科 アレルギー科 腎臓内科
0943 かわにし整形外科クリニック 川西　誠 東京都世田谷区駒沢1-19-8　 ｱｰﾊﾞﾈｽﾄ駒沢　１Ｆ 03-5875-1485 03-5875-1486 整形外科 リハビリテーション科
0944 再開院 H22/01/41号 医療法人財団梨慶会 山内クリニック 山内　晃 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
0945 池上内科循環器内科クリニック 池上　晴彦 東京都世田谷区桜新町1-11-5　 HANAKIKUビル１F 03-5426-6550 03-5426-6551 循環器科 内科
0946 ながよしクリニック 永昌　秀年 東京都世田谷区船橋5-4-3 03-6304-6616 03-6304-6617 内科 外科 小児科
0947 みかわ矯正歯科クリニック 三河　雅敏 東京都目黒区南2-1-25 03-6421-8998 03-6421-8998 矯正歯科
0948 深沢1丁目クリニック　　　　 安西　光洋 東京都世田谷区深沢1-39-10 03-5758-8310 03-5758-8311 内科 循環器科 整形外科 在宅診療
0949 アイメディカルクリニック 新田　愛 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 03-6459-5787 内科 糖尿病内科 心療内科
0950 こまざわレディースクリニック 柴田　哲生 東京都世田谷区駒沢1-19-8　 ｱｰﾊﾞﾈｽﾄ駒沢2F 03-6805-2881 03-6805-2881 産科 婦人科
0951 医療法人社団　聖和厚生会　 大岡山中央歯科クリニック 佐々木　良次 東京都大田区北千束1-39-1 03-3718-5002 03-3718-5002 一般歯科 小児歯科 口腔外科 矯正歯科
0952 Ｈ27/01/61号 ふるかわメディカルクリニック 古川　祐介 東京都目黒区八雲5-15-5 03-6459-5539 03-6459-5587 内科 消化器内科 外科 肛門外科 皮膚科 美容皮膚科
0953 閉院 メディカルサテライト八重洲クリニック 小倉　順子 東京都中央区八重洲1-5-9 03-3516-8020 03-3516-8022 内科 放射線科
0954 八重洲クリニック 澤野　誠志 東京都中央区日本橋2-1-18 Ｃ-road Bldg 4F 03-6202-3370 03-6202-3377 内科 放射線科
0955 山川クリニック 山川　雅之 東京都杉並区和泉4-1-22 ﾊﾟｰｸﾎｰﾑｽﾞ杉並和泉ｻﾞ・ﾚｼﾞﾃﾞﾝｽ 03-6304-7728 03-3327-0171 整形外科 外科 内科 リハビリ科
0956 亀谷内科クリニック 亀谷　麒興隆 神奈川県川崎市中原区中丸子361 044-411-0011 044-411-0022 内科 消化器科
0957 玉川田村歯科室 田村　千秋 東京都世田谷区玉川2-24-6　 長崎屋ﾋﾞﾙ３F 03-3708-3418 03-3708-3419 歯科
0958 やまもと歯科 山本　伸彦 東京都世田谷区弦巻3-28-17 03-5426-2323 03-5426-2322 歯科 小児歯科
0959 閉院 ローズこどもクリニック 竹内　邦子 東京都世田谷区等々力2-3-2　ﾛｰｽﾞﾚﾁﾞﾃﾞﾝｽ２Ｆ ﾛｰｽﾞﾚﾁﾞﾃﾞﾝｽ２Ｆ 03-5752-7770 03-5752-7766 小児科
0960 介護老人保健施設　うなね杏霞苑 小泉　孝夫 東京都世田谷区宇奈根3-12-29 03-5494-5566 03-5494-5567 老健施設 整形外科
0961 Ｈ26/01/57号 都立大よしだクリニック 吉田　光宏 東京都目黒区中根2-12-3　 ソフィア都立大１F 03-3724-3391 03-3724-3392 内科 消化器内科
0962 閉院 吉澤歯科医院 吉澤　昭代 東京都世田谷区尾山台2-24-14 03-3702-5994 03-3702-5994 歯科一般
0963 駒沢パークサイド歯科・口腔外科 竹味　利晃 東京都世田谷区駒沢4-18-21　 田中ﾊｲﾂ１Ｆ 03-5433-3477 03-5433-3478 歯科 歯科口腔外科 矯正歯科 小児歯科
0964 閉院 Ｈ27/01/61号 サンエー三軒茶屋レディースクリニック 伊藤　武夫 東京都世田谷区太子堂４－２６－１２くらしの友三軒茶屋ビル５Ｆ 03-6450-7300 03-6450-7301 産婦人科
0965 メディカルクリニック柿の木坂 岩田　誠 東京都目黒区柿の木坂1-15-15 03-5731-1599 03-5731-1591 一般内科 神経内科
0966 東京ミッドタウンクリニック 田口　淳一 東京都港区赤坂9-7-1　 ミッドタウン・タワー6Ｆ 03-5413-0080 03-5413-7914 一般内科 消化器内科 循環器科 神経内科 皮膚科 整形外科 シニア医療部
0967 たむらクリニック 田村　義民 神奈川県川崎市中原区今井西町１６６ 044-738-3855 044-738-3856 内科 外科
0968 デンタルケア　ナオコ歯科 中嶋　直子 東京都世田谷区駒沢4-19-9 03-5433-1180 03-5433-1182 歯科
0969 桜新町ｻｶﾍﾞ内科循環器科ｸﾘﾆｯｸ 酒部　宏一 東京都世田谷区桜新町2-9-6　 BLOSSOM桜新町３F 03-5799-6672 03-5799-6673 内科 循環器科 呼吸器科 アレルギー科 漢方内科
0970 医療法人社団めぐみ会　 自由が丘メディカルプラザ 髙嶋　能文 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 03-6421-1088 内科 小児科 耳鼻科
0971 医療法人社団相愛会 相原内科クリニック 相原　一夫 東京都品川区中延3-7-8　 ｳﾞｨﾗﾓﾝﾃﾛｰｻﾞ１F 03-5749-4110 03-5749-4110 内科 糖尿病代謝内科 循環器内科 消化器内科
0972 医療法人財団　日扇会第一病院 八辻　行信 東京都目黒区中根2-10-20 03-3718-7281 03-3718-7736 内科 呼吸器内科 消化器内科 循環器内科 放射線科
0973 すみとも歯科クリニック 住友　朱里 東京都世田谷区世田谷3-13-11 03-5799-6668 03-5799-6664 歯科
0974 桜新町ペインクリニック 長谷川　純 東京都世田谷区桜新町2-9-6　 BLOSSOM桜新町Ｂ1Ｆ 03-5799-6566 03-5799-6567 ﾍﾟｲﾝｸﾘﾆｯｸ内科 疼痛緩和内科 麻酔科 漢方内科
0975 祐ホームクりニック千石 武藤　真祐 東京都文京区千石4-25-5　 ＫＳＴﾋﾞﾙ３Ｆ 050-3784-2988 050-3784-2989 内科 循環器内科 整形外科 消化器内科 皮膚科 神経内科 一般外科 緩和ケア内科 在宅医療
0976 閉院 医療法人社団ホームメディカル　アットホーム目黒クリ小野　由雅 東京都品川区上大崎4－5－37山京目黒ﾋﾞﾙ312号 03-5759-3232 03-5759-3232 内科 緩和ケア内科 疼痛緩和ケア内科整形外科 リハビリテーション科
0977 重複 医療法人社団 博栄会　梅林医院 梅林　栄一 東京都大田区田園調布1-11-14 田園調布ハイツB103 03-3722-7211 03-3722-1222 内科 小児科 泌尿器科 婦人科 アレルギー科 在宅医療
0978 ステラ歯科・口腔外科クリニック 堀口　英之 東京都世田谷区新町2-38-15 新町宮澤ﾋﾞﾙ２F 03-5799-6042 03-5799-6043 歯科 歯科口腔外科 小児歯科
0979 医療法人社団 城南はじめ会　 ひろクリニック大森 新井　浩士 東京都品川区南大井6-19-7 武隈ビル４F 03-5753-5695 03-5753-5696 内科 外科 在宅診療
0980 塩沢歯科医院 塩澤　千代 東京都世田谷区弦巻2-29-12 03-3429-0123 03-3706-0123 歯科
0981 川崎高津診療所 松井　英男 神奈川県川崎市高津区溝口4丁目1番3号 T・Iﾋﾞﾙﾃﾞｨﾝｸﾞ4F 044-829-0103 044-829-0104 内科 外科 皮膚科 精神科
0982 世田谷プルメリア内科クリニック 柴田　郁子 東京都世田谷区経堂５－３５－２０－１０３ シャルム経堂 03-5799-6972 03-5799-4030 内科 在宅診療
0983 健内科クリニック 深井　健一 東京都世田谷区等々力4-9-1 03-6809-8171 03-6809-8172 内科 消化器内科 糖尿病内科
0984 医療法人社団For the patients 二子玉川ライズひろ内科クリニック 水口　泰宏 東京都世田谷区玉川1-15-6 二子玉川ライズプラザモール204 03-5797-9861 03-5797-9863 内科 消化器内科 糖尿病内科 在宅診療
0985 ヨコヤマクリニック 横山　真也 東京都大田区仲六郷１-56-10 03-3733-4771 03-3733-4773 内科 消化器内科 外科 循環器内科 眼科
0986 アトラス心クリニック 藤谷　のり子 東京都目黒区上目黒1-26-1-1-3階 03-5773-5571 03-5773-5580 精神科 心療内科 麻酔科
0987 中目黒アトラスクリニック 伴野　繁雄 東京都目黒区上目黒1-26-1-1-4階 03-5773-5570 03-5773-5578 内科 小児科
0988 すみ眼科・整形外科 鷲見　泉 東京都目黒区五本木2-6-14 03-3713-2600 03-3713-2601 眼科 整形外科 リハビリ科
0989 駒沢ハートクリニック 野本　花奈 東京都目黒区八雲5-9-21 駒沢マンション102 03-5726-3322 03-5726-3323 内科 循環器内科
0990 成城松村クリニック 松村　圭子 東京都世田谷区砧8-23-3 03-5727-8144 03-3749-1351 婦人科
0991 二子玉川ライズファミリー歯科 水口　泰代 東京都世田谷区玉川1-15-6-205 03-5716-6111 03-5797-9083 小児歯科 矯正歯科 歯科
0992 あおい小児科 田中　晶子 東京都目黒区八雲1‐4‐3 駒原ビル301 03-5731-1063 03-5731-1062 小児科 アレルギー科
0993 山本歯科医院 山本　勇人 東京都中央区銀座6-4-5 03-3571-3305 03-3571-3305 歯科 矯正歯科
0994 閉院 目白二丁目クリニック 神藤　篤史 東京都豊島区目白2-20-5 03-6300-4099 内科
0995 三軒茶屋なかむらﾒﾝﾀﾙｸﾘﾆｯｸ 中村　聡 東京都世田谷区太子堂2-7-3 橋和屋東京4F 03-6450-8996 03-6450-8997 精神科 心療内科
0996 閉院 安室歯科医院 安室　潔 東京都目黒区自由が丘2-15-8デリカビル2F 03-3724-0440 03-3724-0440 歯科 矯正歯科
0997 閉院 麻布ホームケアクリニック 上野　貴士 東京都港区南麻布2-10-13　OJハウス202号室 03-5427-6600 03-5427-6601 内科 呼吸器内科 循環器内科 認知症
0998 自由が丘いでぐち歯科クリニック 井手口　栄二 東京都目黒区自由が丘3－8－１-2Ｆ　 03-5701-8217 03-5701-8217 歯科 小児歯科 口腔外科 矯正歯科
0999 世田谷歯科クリニック 太田　州久 東京都世田谷区世田谷3－16－15 03-3427-8841 03-6382-7294 歯科
1000 大河原森本医院 森本　晉 東京都青梅市仲町251 0428-22-2047 0428-22-2162 内科
1001 三軒茶屋駅前メンタルクリニック 服部　栄治 東京都世田谷区三軒茶屋1-37-8 03-6804-0126 03-3411-6060 精神科 心療内科
1002 よねやま歯科医院 米山　ゆき子 東京都世田谷区奥沢7-52-5-101 03-5752-4182 03-3701-8010 歯科 小児歯科 矯正歯科
1003 重複 （深沢1丁目クリニック） 東京都世田谷区深沢1-39-10 03-5758-8310 03-5758-8311 内科 訪問診療
1004 野沢３丁目内科 柳川　達郎 東京都世田谷区野沢3-1-16 03-5779-8255 03-5779-8377 内科 消化器内科 心療内科
1005 Ｈ２８/４/６６号 深沢眼科 上井　文瑛 東京都世田谷区深沢5-2-9 ニューライフ等々力116 03-3702-7322 03-6809-8344 眼科
1006 医療法人社団 こころとからだの元氣プラザ 及川　孝光 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１Ｆ 03-5210-6666 03-5210-6699 循環器内科 消化器内科 婦人科 呼吸器内科
1007 笹塚・代田橋透析クリニック 布川　朝雄 東京都渋谷区笹塚1-64-8 笹塚サウスビル2Ｆ 03-5304-1131 03-5304-1132 人工透析内科 腎臓内科 内科 循環器内科
1008 目黒通りこどもクリニック 藤田　秀樹 東京都目黒区下目黒6-1-27 アメニティハウス2Ｆ 03-6303-1091 03-6303-1095 小児科
1009 たかなし歯科医院 髙梨　秀樹 神奈川県川崎市宮前区初山2-2-36 クオリティ初山１Ｆ 044-948-6995 044-948-6995 一般歯科 小児歯科 口腔外科
1010 母心堂平形医院眼科 平形　義人 群馬県渋川市石原966 0279-22-0073 0279-24-6867 眼科
1011 あかりクリニック 馬場　克幸 東京都世田谷区三軒茶屋1-32-14 園田ビル３Ｆ 03-5430-9055 03-5430-9055 皮膚科 泌尿器科
1012 医療法人社団プラタナス 桜新町アーバンクリニック 遠矢　純一郎 東京都世田谷区用賀２－１５－５　 朝日生命用賀ビル２Ｆ　 03-5716-5220 03-5716-5221 在宅医療部
1013 医療法人社団福啓会 オーラルプロポーションクリニック 小野　貴庸 東京都渋谷区渋谷1-23-18 ワールドイーストビル8F 03-6240-7128 03-6240-7134 歯科 口腔外科
1014 内科　小久保医院 小久保　透 東京都世田谷区世田谷4-20-11 ステイジア世田谷101 03-5426-3183 03-5426-3184 内科 循環器科 糖尿病科
1015 溝口歯科医院 溝口　潔 東京都世田谷区上野毛3-14-2 03-3701-3785 03-3701-9426 歯科
1016 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 賀来　宗明 東京都渋谷区千駄ヶ谷3-41-6 03-3478-3535 03-3478-3636 内科 外科 婦人科
1017 なかむら眼科 中村　曜祐 東京都世田谷区等々力4-1-15　 エイトスビル3F 03-5706-0077 03-5706-0277 眼科
1018 社会福祉法人東京有隣会　有隣病院 工藤　宏一郎 東京都世田谷区船橋2-15-38 03-3482-3611 03-3484-6481 内科 外科 整形外科 リハビリテーション科 放射線科 眼科 歯科口腔外科 泌尿器科 婦人科
1019 自由が丘駅前眼科 市川　有穂 東京都目黒区自由が丘2-11-10 パルシィード１F 03-3718-9222 03-3718-6600 眼科
1020 城山ガーデン桜十字クリニック 栗原　竜一 東京都港区虎の門４－３－１ 城山トラストタワー３Ｆ 03-3433-1911 03-3433-5453 内科 消化器内科 小児科削除 婦人科
1021 こいずみ耳鼻咽喉科医院 小泉　さおり 東京都世田谷区若林４－１９－１ 03-3419-5239 03-3419-5239 耳鼻咽喉科
1022 石井クリニック 石井　忠弘 東京都品川区荏原４－７－１０ 03-5750-4118 03-5750-2638 内科 外科 皮膚科
1023 医療法人社団ホームアレー　 ホームアレークリニック 村井　謙允 東京都世田谷区下馬６－１７－１２ セトル学芸大１階 03-6859-2800 03-6859-2801 内科 神経内科
1024 医療法人社団和五会　 鷺沼ファミリークリニック 畠中　正孝 神奈川県川崎市宮前区３－２－６ 鷺沼センタービル６Ｆ 044-871-4300 044-871-4301 内科 消化器外科
1025 医療法人社団プラタナス　 桜新町アーバンクリニック 遠矢　純一郎 東京都世田谷区新町３－２１－１ さくらウェルガーデン２Ｆ 03-3429-1192 03-3429-1662 内科 皮膚科 小児科 消化器内科 婦人科 心療内科 在宅訪問診療
1026 杉下クリニック 杉下　岳夫 東京都世田谷区世田谷３－４－１ アップルビル１階 03-3706-3311 03-3706-3312 内科 消化器科 外科 肛門外科
1027 ふじ内科クリニック 服藤　克文 東京都世田谷区砧６－２５－１３ メディカルコミュニティ砧１Ｆ 03-5727-0007 03-5727-0008 内科 循環器科 呼吸器内科 アレルギー科
1028 いばらき診療所ひたち 伊東　佐知子 茨城県日立市久慈町２－６－３７ 0294-54-3311 0294-54-3313 内科 ﾘﾊﾋﾞﾘ科
1029 はしだ眼科クリニック 橋田　節子 東京都品川区上大崎２－１６－９ アトレ目黒１Ａ館４Ｆ 03-5791-5430 03-5791-5433 眼科
1030 閉院 戸山公園クリニック 川合　浩司 東京都新宿区大久保２－１－８プラザ新大樹ビル４Ｆ プラザ新大樹ビル４Ｆ 03-6278-9551 03-6278-9552 人工透析内科 内科 整形外科 リハビリテーション科
1031 世田谷OAクリニック 石川　和利 東京都世田谷区岡本２－１７－１４ 岡本アネックス２０２ 03-6320-1884 03-6320-2358 内科 循環器内科 血管ケア外来 訪問診療 皮膚科
1032 吉澤内科ハートクリニック 吉澤　直人 東京都世田谷区千歳台２－２６－２０ 03-3789-5502 03-3789-5503 内科 循環器科
1033 メンタルクリニック　やまびこ 児玉　健 東京都世田谷区桜新町2－９－６ 03-5426-0408 03-5426-0409 心療内科 精神科
1034 正源司歯科医院 正源司　孝 東京都世田谷区豪徳寺１－４２－１３ 03-3420-1181 03-3420-1181 歯科
1035 南平台緒方クリニック 緒方　寿夫 東京都渋谷区南平台町１３－１ サトウビル３０２ 03-6277-5375 03-6277-5376 形成外科 皮膚科 美容外科 アレルギー科
1036 閉院 こぶし皮膚科クリニック 丹波　祐介 東京都世田谷区駒沢４－１６－１７ 03-5787-5836 03-5787-5837 皮膚科
1037 Ｈ26/01/57号 あつみ整形外科・眼科クリニック 渥美　公勢 東京都目黒区八雲２－１０－１６ 03-3725-1200 03-3725-5455 整形外科 リウマチ科 リハビリテーション眼科
1038 在宅療養支援ｸﾘﾆｯｸ　かえでの風 宮木　大 東京都町田市木曽東４－２６－１５ 東京町田ﾒﾃﾞｨｶﾙﾋﾞﾙﾃﾞｨﾝｸﾞ１Ｆ 042-789-5566 042-789-5580 内科 緩和ケア内科
1039 Ｈ２８/７/６７号 桜ウィメンズクリニック 布田　孝代 東京都目黒区鷹番２－１５－１８－１Ｆ 03-5720-5121 03-5720-5125 婦人科 乳腺外科 内科
1040 二子玉川メディカルクリニック 伊井　和成 東京都世田谷区玉川３－１５－１ 曽根ビル5F 03-3707-7220 03-3707-7728 内科 消化器内科 内視鏡内科 肝臓科
1041 はたいしメディカルクリニック 畑石　隆治 東京都世田谷区三軒茶屋１－３５－２１ ＬＩＬＡＳ三軒茶屋２Ｆ 03-5787-5525 03-5787-5535 内科 呼吸器内科 アレルギー科
1042 そしがや大蔵クリニック 中山　久徳 東京都世田谷区砧６-３０-１ 野原ビル１Ｆ 03-6411-1535 03-6411-1535 内科 リウマチ科
1043 いなほ歯科クリニック 小林　英樹 神奈川県川崎市中原区上小田中６－２３－２ 渡辺ビル２F 044-739-1740 044-739-1741 歯科 矯正歯科 小児歯科 歯科口腔外科
1044 閉院 広田クリニック 広田　佳治 東京都目黒区下目黒５－９－１５ 03-3712-6575 03-3710-4500 耳鼻咽喉科 内科 小児科
1045 中川七丁目皮膚科 山崎　雄一郎 神奈川県横浜市都筑区中川７－１０－９ 045-912-8948 045-912-8948 皮膚科
1046 駒沢ヒロタクリニック 広田　文雄 東京都世田谷区駒沢１－２－２５　 駒沢1・2ビル３Ｆ 03-5433-8300 03-5433-8301 内科
1047 閉院 イーアイクリニック東京 梅田　祥克 東京都港区浜松町２－１－１６ＳＶＡＸ浜松町Ⅱ5F 03-6721-5064 03-6754-5074 内科 皮膚科 アレルギー科 小児科 泌尿器科
1048 さくらんぼ皮膚科 小尾　麗子 東京都目黒区鷹番３－８－４ 岩本ビル２Ｆ 03-6319-1222 03-6319-7155 皮膚科
1049 経堂３丁目クリニック 日吉　晴久 東京都世田谷区経堂３-２０-２２ 03-5799-7027 03-5799-7028 内科
1050 山本亜希メンタルクリニック 山本　亜希 東京都千代田区九段北１－３－２ 大橋ビル６階 03-3230-0002 03-3230-0003 精神科 心療内科
1051 閉院 道玄坂しもやまクリニック 下山　修司 東京都渋谷区道玄坂１－１０－１９ 糸井ビル４階 03-5428-6646 03-3476-0668 精神科 児童精神科 神経科
1052 ニコタマ大腸・肛門クリニック 黒田　敏彦 東京都世田谷区玉川３－７－１ 新二子玉川ビル２階 03-3700-7777 03-6411-7180 大腸肛門科
1053 H28/10/68号 ふくろうクリニック等々力 山口　潔 東京都世田谷区等々力３－５－２ ヒューリック等々力ビル３階 03-5758-3270 03-5758-3271 内科 老年内科 老年精神科
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1054 山手デンタルクリニック 新井　なぎさ 東京都目黒区中目黒３－５－４ 03-3719-6874 03-3719-6874 一般歯科 口腔外科 小児歯科 矯正歯科
1055 都立大ペインクリニック 新井　由紀子 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 03-5731-3576 ﾍﾟｲﾝｸﾘﾆｯｸ内科 麻酔科
1056 駒沢公園内科クリニック 坂本　剛 東京都世田谷区駒沢４－１－１ 03-5779-6603 03-5779-6604 内科 神経内科 消化器内科
1057 しらきメディカルクリニック 白木　裕人 東京都世田谷区下馬２－４４－７　 エクセルコート下馬1Ｆ 03-6453-2707 03-6453-2703 内科 循環器内科 呼吸器内科 糖尿病内科 アレルギー科
1058 つかもと整形外科醫院 塚本　理一郎 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 03-5429-4971 整形外科 リウマチ科 リハビリテーション科
1059 閉院 南青山ガーデンクリニック 永井　亘 東京都港区南青山２－１２－１６石塚商事ビル３階 03-3403-3618 03-3403-3619 循環器内科 呼吸器内科　 消化器内科 内科一般 耳鼻咽喉科 皮膚科 整形外科
1060 オリーヴァ内科クリニック 横山　淳一 東京都世田谷区駒沢４－１７－１ パークサイド駒沢１Ｆ 03-5787-6833 03-5787-6833 糖尿病内科 代謝・内分泌内科
1061 医療法人社団　世田谷クリニック 忍田　牧江 東京都世田谷区世田谷２－４－２　２階 03-3426-2888 03-6804-4330 皮膚科
1062 柏木クリニック 柏木　潤一 東京都渋谷区初台１－５１－５ アクス初台６０４ 03-6300-0873 03-6300-0823 内科 循環器科 リハビリテーション科
1063 ちえ内科クリニック 北川　千恵 東京都世田谷区三軒茶屋1-32-14 園田ビル３Ｆ 03-6805-2081 03-6805-2082 内科 内分泌内科
1064 代々木ステーションクリニック 武光　智子 東京都渋谷区代々木１－３５－４ 代々木クリスタルビル４Ｆ 03-5358-8806 03-5304-5280 人工透析
1065 渋谷ステーションクリニック 冠城　徳子 東京都渋谷区渋谷１－１３－７ ヒューリック渋谷ビル２階 03-3499-5533 03-3499-5214 内科 人工透析
1066 代々木山下医院 山下　賀正 東京都渋谷区代々木１－３５－４ 03-3370-1599 03-3320-3559 内科 外科 泌尿器科
1067 きつかわクリニック 吉川　慎一 東京都港区芝５丁目３１－１６ ＹＣＣ田町ビル４階 03-3451-1731 03-3451-1732 泌尿器科 内科
1068 サンタハウスこどもクリニック 山田　勝敏 東京都品川区小山３－１－２－１階 03-3719-5533 03-3719-5522 小児科 アレルギー科 内科
1069 林診療所 林　俊行 東京都世田谷区桜上水４－１８－１９ 森本ビル２階 03-5316-5520 03-5316-5530 内科 脳神経外科
1070 はるクリニック西小山 飛川　浩治 東京都品川区小山６－１－１　 ラメゾンシータ１０１ 03-5794-8630 03-5794-8640 内科 循環器内科 心臓血管外科
1071 かおり子どもクリニック 輿石　薫 東京都世田谷区駒沢３－１－１４－１Ｆ 03-5431-5656 03-5431-5657 小児科
1072 Jasta Dental Clinic 瀬戸　一雄 東京都渋谷区恵比寿西１－３３－１４ 代官山齋金ビル２Ｆ 03-6416-9118 03-6416-9118 歯科 一般歯科 口腔外科 矯正歯科
1073 山口医院 山口　壮 東京都大田区南千束２－１７－２ 03-3729-9153 03-3729-9173 内科　 外科 整形外科 脳神経外科　 皮膚科 肛門科 リハビリテーション科
1074 目黒通りハートクリニック 安田　洋 東京都目黒区鷹番１－１０－２ 03-6303-3328 03-6303-3374 内科 循環器科 呼吸器科 アレルギー科 小児科
1075 ホームケアクリニック田園調布 小林　徳行 東京都大田区田園調布２-４２-５-１０１ 03-6715-6812 03-6715-6813 内科 麻酔科 ペインクリニック外緩和ケア内科
1076 新陽だまり恵比寿クリニック 小見山　彩子 東京都渋谷区恵比寿４－１５－２－２Ｆ 03-5942-9977 050-3488-3361 内科 耳鼻咽喉科 整形外科
1077 閉院 陽だまり東京クリニック 小見山　博光 東京都世田谷区深沢３－２６－２２－Ａ１０２ 03-5752-2315 050-3488-3361 内科 整形外科 耳鼻咽喉科
1078 中村麻布十番クリニック 中村　光康 東京都港区麻布十番２－２－１０ 麻布十番スクエア２Ｆ 03-5419-7300 03-5419-7303 内科 消化器内科 アレルギー科
1079 ふたばこどもクリニック 宿谷　明紀 東京都世田谷区梅丘１－２４－１２ ピュアライン第７ビル２Ｆ 03-5426-1021 03-5426-1022 小児科 アレルギー科
1080 アットホームクリニック 弘田　明成 東京都世田谷区駒沢２－３４－２ 03-6413-8917 03-6413-8918 内科 糖尿病内科
1081 臼井内科 臼井　徹 東京都世田谷区桜１－６５－８ エンブレム経堂１Ｆ 03-5426-8811 03-5426-8812 内科 神経内科
1082 名称他変更 医療法人社団鳳愛会　 荏原ホームケアデンタルオフィス 郡司　明美 東京都品川区戸越５－１４－２４　 ＩＴＯビル５階 03-6421-6125 03-6421-6126 歯科
1083 湯浅歯科医院 湯浅　清一 東京都目黒区碑文谷６－６－３ 03-3712-6961 03-3715-5968 歯科 小児歯科
1084 閉院 小沢歯科医院 小沢　俊 東京都世田谷区等々力２－３５－２０ 03-3701-5156 03-5758-8284 歯科
1085 医療法人社団慶治会　後藤歯科医院 後藤　隆浩 東京都世田谷区深沢１－１１－１０ 03-3701-5501 03-3701-5730 歯科 歯科矯正
1086 井手歯科クリニック 井手　泰 東京都世田谷区深沢８－９－１２ 03-3703-8695 03-3704-3130 歯科
1087 新開歯科医院 新開　豊 東京都世田谷区等々力３－７－１ 03-3705-4618 03-3705-2982 歯科 一般歯科
1088 医療法人社団孝明会　 等々力歯科クリニック 板垣　淳司 東京都世田谷区等々力３－９－５－２Ｆ 03-5706-6480 03-5706-6485 歯科 口腔外科 小児歯科 矯正 一般歯科
1089 小林歯科医院 小林　昭 東京都世田谷区桜新町１－３－１０ 03-3701-4775 03-3701-4775 歯科 歯科一般 小児歯科
1090 ア歯科江崎診療所 江崎　久美子 東京都世田谷区桜新町１－１２－１３ 桜新町ビル４Ｆ 03-3426-5336 03-6426-5334 歯科 一般歯科 小児歯科 矯正歯科
1091 桜新町歯科 齋藤　誠一郎 東京都世田谷区桜新町２－８－４ ヨクレール５５ビル２Ｆ 03-5477-6377 03-5477-6377 歯科
1092 サクラビル歯科 小川　利男 東京都世田谷区桜新町２－１７－１５ 03-3429-5177 03-3429-5177 歯科
1093 矢吹歯科医院 矢吹　匡彦 東京都世田谷区新町２－２－２０ ボナール桜新町１Ｆ 03-5450-4182 03-5450-4182 歯科
1094 船登歯科医院 船登　博子 東京都世田谷区奥沢１－４７－４ 03-5499-1187 03-5499-1187 歯科 小児歯科
1095 尾関歯科医院 尾関　豊 東京都世田谷区奥沢３－３２－６ 03-3720-2737 03-3720-0788 歯科 小児歯科
1096 奥沢歯科医院 山田　晃久 東京都世田谷区奥沢３－３４－１９ 03-3720-0349 03-3720-0464 歯科
1097 高見澤歯科医院 高見澤　茂 東京都世田谷区奥沢５－１４－１１ ＣＯＭ２Ｆ 03-5701-4938 03-5701-4910 歯科
1098 はらだデンタルクリニック 原田　優子 東京都世田谷区奥沢６－２５－９－１０３ 03-5758-8008 03-5758-8008 歯科 小児歯科
1099 近藤デンタルオフィス 近藤　悦子 東京都世田谷区玉川田園調布２－３－４ 03-3722-0841 03-3722-0841 歯科 歯科矯正
1100 小倉歯科医院 小倉　利通 東京都世田谷区尾山台３－２６－１１ 03-3701-6721 03-3701-6721 歯科
1101 医療法人社団幸進会　伊東歯科医院 伊東　將悦 東京都世田谷区尾山台３－３４－８　２Ｆ　 03-3703-8809 03-3703-8851 歯科
1102 嶋田歯科医院 嶋田　登喜重 東京都世田谷区等々力２－１８－２ 03-3705-6480 03-3705-6480 歯科
1103 オグラ歯科医院 小倉　好美 東京都世田谷区等々力６－３７－１５－１０１ 03-3702-5750 03-3702-5750 歯科
1104 閉院 判治歯科 判治　泰光 東京都世田谷区上野毛１－１２－１１ アベニュー上野毛２Ｆ 03-3704-2009 03-3704-2009 歯科
1105 上野歯科医院 上野　隆生 東京都世田谷区上野毛１－２２－１ 03-5706-2031 03-5706-2031 歯科
1106 山田歯科クリニック 山田　ミチ子 東京都世田谷区深沢５－１４－５ 03-3703-8080 03-3703-8080 歯科 一般歯科 口腔外科
1107 岡崎歯科医院 岡崎　満 東京都世田谷区上野毛１－２５－５－２０１ 03-3705-3418 03-3705-8241 歯科 小児歯科
1108 あわや歯科医院 粟屋　せつ子 東京都世田谷区用賀１－２０－８ 03-5797-3188 03-5797-3188 歯科 一般歯科 訪問歯科
1109 二子玉川ガーデン矯正歯科 石野　善男 東京都世田谷区玉川３－２０－１ 名川ビル３Ｆ 03-5491-5454 03-5491-5455 歯科 矯正歯科
1110 医療法人社団　蒲公英会　 齋藤歯科院 齋藤　正之 東京都世田谷区玉川４－１０－２０ 玉川グリーンハイツ１０２ 03-3707-2564 03-3707-1847 歯科 一般歯科
1111 医療法人社団　仁承会　 二子玉川エンジェル歯科 戸澤　昭彦 東京都世田谷区玉川４－８－４ 深志ビル２Ｆ 03-3700-8241 03-3700-8241 歯科
1112 高津矯正歯科 高津　裕介 東京都世田谷区玉川３－１５－６－１Ｆ 03-3709-9967 03-3709-9968 歯科 一般歯科 矯正歯科
1113 スマイル+さくらい歯列矯正歯科 櫻井　雄太 東京都世田谷区玉川３－１０－１１ 森本ビル３Ｆ 03-5717-3477 03-5717-3475 歯科 矯正歯科
1114 閉院 太田歯科医院 太田　純夫 東京都世田谷区用賀３－１８－８ セントラルＳＯＵＩビル１Ｆ 03-3709-6644 03-3709-6644 歯科 一般歯科
1115 松本歯科医院 松本　邦夫 東京都世田谷区用賀４－４－８ 第２福島ビル２Ｆ 03-3700-5055 03-3700-5055 歯科 一般歯科
1116 閉院 うちだ歯科医院 内田　武 東京都世田谷区新町２－５－１５ 03-3420-4555 03-3420-4555 歯科 小児歯科
1117 デンタルクリニック大島 大島　正裕 東京都港区南青山２－７－２ 03-5785-2694 03-5785-2695 歯科 一般歯科
1118 河野歯科医院 河野　誠之 東京都世田谷区玉川４－１１－８ 03-3700-5505 03-3707-0555 歯科 一般歯科
1119 酒井歯科クリニック 酒井　敏博 東京都世田谷区東玉川２－４１－８ 03-3727-9828 03-3727-9828 歯科 一般歯科
1120 なつめ耳鼻咽喉科 藤森　正登 東京都大田区北馬込２－３－５ 荏原町クリニックビレッジ１Ｆ 03-3772-9713 03-3772-9713 耳鼻咽喉科
1121 閉院 調布外科消化器科内科クリニック 中村　尚道 東京都調布市上石原１－４－１４ 042-498-8363 042-498-0158 外科消化器科内科消化器科 内科
1122 医療法人桜宗会　 デンタルオフィス桜新町 宮坂　宗永 東京都世田谷区桜新町２－９－６－２Ｆ 03-5426-1211 03-5426-1210 歯科 一般歯科
1123 野沢耳鼻咽喉科 椎葉　恭子 東京都世田谷区野沢３－３９－１２－１Ｆ　 03-6805-5672 03-6805-5672 耳鼻咽喉科 小児耳鼻咽喉科
1124 野沢眼科 佐々木　祥子 東京都世田谷区野沢３－３９－１２－２Ｆ 03-6805-5069 03-6805-5069 眼科
1125 高田整形外科 高田　直樹 東京都世田谷区若林４－３１－４ 葛城ビル２Ｆ 03-5779-6322 03-5779-7877 整形外科 リハビリテーション科
1126 牧野皮膚科 牧野　寒河江 東京都世田谷区深沢６－３５－２ 03-3703-5430 03-3703-5430 皮膚科
1127 閉院 マオクリニック 岡田　昌子 東京都目黒区上目黒２－４３－１０　アステリア中目黒1Ｆ 03-6451-0030 03-6451-0029 内科 循環器内科 皮膚科
1128 祐天寺ファミリークリニック 西　正孝 東京都目黒区中町２－５０－１３　1Ｆ 03-5720-7750 03-5720-7751 内科 消化器内科 小児科 アレルギー科
1129 医療法人社団ファミリア　 松島歯科医院 松島　良次 東京都目黒区洗足２－６－１２　１Ｆ 03-3710-8241 03-3710-8264 歯科
1130 谷本歯科診療所 谷本　光太 東京都目黒区下目黒３－１－２２ 03-3494-6177 03-3494-6177 一般歯科 矯正歯科 小児歯科
1131 閉院 医）秀嶺会　さとう歯科クリニック 佐藤　英明 東京都目黒区上目黒２－３７－１２　１Ｂ 03-5721-6480 03-5721-6482 一般歯科 口腔外科 小児歯科
1132 大久保歯科医院 大久保　新 東京都目黒区三田２－５－１０ 03-3714-3663 03-3714-3665 歯科 小児歯科 口腔外科
1133 煙山歯科 煙山　悦子 東京都目黒区鷹番２－１－３ 03-3716-0851 03-3716-0851 歯科
1134 馬場歯科医院 馬場　信義 東京都品川区小山６－３－１ 03-3782-8222 03-3782-4884 歯科一般
1135 米津歯科医院 米津　雅夫 東京都目黒区目黒本町１－１０－１３ 03-3711-1767 03-3711-1767 歯科
1136 トミーデンタルクリニック 富野　史朗 東京都目黒区目黒本町２－１８－５－１Ｆ 03-6412-7027 03-6412-7028 歯科 小児歯科
1137 片平歯科医院 片平　徹 東京都目黒区原町１－１２－１０－１Ｆ 03-5725-8020 03-5725-8241 歯科 口腔外科 小児歯科
1138 自由ヶ丘デンタルスタジオ 吉田　雅幸 東京都目黒区自由が丘２－１２－２１ ミソノビル２F 03-5729-4618 03-5729-4619 歯科
1139 中目黒歯科医院 玉橋　岳史 東京都目黒区中目黒１－１－４１ あざみビル１階 03-3793-0148 03-3793-5397 歯科 小児歯科 口腔外科
1140 おちあい歯科クリニック 落合　正英 東京都目黒区原町１－６－３－１Ｆ 03-3791-5511 03-3791-5511 一般歯科 口腔外科 小児歯科
1141 医療法人社団仁厚会　安田診療所 安田　一成 東京都目黒区五本木２－８－２ 03-3712-1344 03-3712-1356 歯科
1142 酒井歯科医院 酒井　秀士 東京都目黒区緑が丘１－７－２１－１Ｆ 03-3724-4618 03-3724-4618 歯科 口腔外科
1143 中村歯科 中村　清隆 東京都目黒区中根２－４－１７ 03-3724-1214 03-3724-1214 歯科
1144 いげた歯科医院 井下田　滋 東京都目黒区自由が丘２－１５－２１ 03-3718-5715 03-3718-5715 歯科
1145 麗華クリニック 歌橋　麗華 東京都目黒区中根２－１３－１１ コンパウンド中根２Ｆ 03-3724-4487 03-3724-4489 歯科 内科 小児科
1146 あさだ歯科医院 浅田　靖 東京都目黒区鷹番３－２３－５ 03-3711-1236 03-3711-1560 歯科
1147 日高歯科医院 日高　基雄 東京都目黒区中央町２－６－４　 ドミシール福島１Ｆ 03-3791-1602 03-3791-1602 歯科
1148 神部歯科医院 神部　博 東京都目黒区東山２－５－１８ 03-3712-3664 03-3712-3664 歯科
1149 閉院 医）善光会　大岡山歯科医院 長曽　善彦 東京都目黒区南３－８－９ 03-3725-9787 03-3725-0992 歯科 口腔外科
1150 大倉歯科医院 大倉　力 東京都目黒区鷹番３－５－１－２Ｆ 03-3794-3338 歯科
1151 松尾歯科医院　目黒診療所 松尾　通 東京都目黒区東山１－１－２ 東山ビル２Ｆ 03-3719-4018 03-3792-2501 歯科 口腔外科 矯正歯科 小児歯科
1152 ながしまクリニック 長嶋　勝 東京都世田谷区太子堂３-３８-１８ 03-5433-3818 03-5433-3817 医科 内科 神経内科
1153 塩津歯科医院 塩津　一郎 東京都品川区南品川２-４-５ 03-3471-0750 03-3471-0750 歯科
1154 パールデンタルオフィス 吉田　敬 東京都世田谷区若林３-３７-４ 03-5433-4182 03-5433-4682 歯科 一般歯科 小児歯科 矯正 口腔外科
1155 髙木歯科自由が丘クリニック 髙木　謙一 東京都目黒区自由が丘1-29-7　 藪伊豆ビル５Ｆ 03-5726-9607 03-5726-9608 歯科 口腔外科 矯正歯科 小児歯科
1156 ひらくクリニック 吉田　啓 東京都世田谷区上祖師谷５－１８－９ レガーロ・プリマベーラ１階 03-3308-0900 03-3308-0909 医科 内科 腎臓内科 透析外科
1157 はしば糖尿病内科クリニック 橋場　裕一 東京都世田谷区玉川３－１０－１１ ｼﾞ･ｴｲﾍﾟｯｸｽﾋﾞﾙﾃﾞｨﾝｸﾞ２ＦＢ号室 03-5797-2275 03-5797-2276 糖尿病代謝内科 脂質代謝内科 内科
1158 雅叙苑クリニック 鴻田　次章 東京都品川区上大崎４－５－１２－１０９ 03-3493-5428 03-3490-3114 小児科
1159 医療法人社団青十字会 日比谷国際クリニック 福田　理子 東京都千代田区内幸町２－２－３ 日比谷国際ビル地下１階 03-3503-3430 03-3503-3738 内科
1160 閉院 医療法人社団共進会ドーミー方南町クリニック 阿部　信一 東京都杉並区和泉１－３８－１２ 03-5329-5420 03-5329-5421 内科
1161 医療法人社団七福会 ホリィマームクリニック旗の台 宮坂　善和 東京都品川区旗の台２－１－２２ もとまる２号館３階 03-5749-5881 03-5749-5882 内科 外科 リハビリテーション呼吸器外科
1162 たしろデンタルクリニック 田代　和義 東京都世田谷区鎌田３－２９－１１ 03-5716-6480 03-5716-6480 歯科 歯科口腔外科 小児歯科 矯正歯科
1163 医療法人社団花橘会　 みんなのクリニック三軒茶屋 鳥越　義博 東京都世田谷区上馬２－２９－20 戸矢ビル１Ｆ 03-6453-2390 03-6453-2391 内科 リウマチ科
1164 等々力産婦人科 鈴木　啓太郎 東京都世田谷区等々力７－３－２０ 03-3701-3033 03-3701-3833 産婦人科
1165 あんずクリニック 児島　直樹 東京都杉並区梅里１－７－１５　３Ｆ 03-5305-3358 03-5305-3389 精神科 心療内科 神経内科 内科
1166 閉院 新宿ミネルバクリニック 仲田　洋美 東京都新宿区歌舞伎町２-４１-８植木ビル３Ｆ 03-5272-3768 03-5272-3767 内科 腫瘍内科 緩和ケア内科
1167 大岡山メンタルクリニック 桑江　靖 東京都大田区北千束１－４８－２　 柴田ビル３０１ 03-5731-3833 03-5731-8188 精神科 診療内科
1168 さとう内科・脳神経クリニック 佐藤　博紀 東京都世田谷区奥沢２－４－１０ 03-5726-9995 03-5726-9998 内科 神経内科 小児科
1169 世田谷子どもクリニック 副田　敦裕 東京都世田谷区世田谷３-６-１４-１０１ 03-5799-1582 03-5450-0364 小児科 アレルギー科
1170 上祖師谷クリニック 上井　節子 東京都世田谷区上祖師谷7－1－14 03-3326-1153 03-3326-1153 小児科
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1171 閉院 医療法人社団大伸会さくら三国歯科 塚本　惠太 東京都世田谷区世田谷２－６－３ 03-3439-6480 03-3439-6480 歯科
1172 医療法人社団 プライマリーケアークリニック　木内整形外科 木内　典裕 東京都世田谷区松原１－３３－１０ 03-5301-0360 03-5301-0362 内科　 整形外科 リハビリテーション科
1173 二子玉川デンタルスタジオ 大橋　豪 東京都世田谷区玉川３－６－１３ 栄家新倉ビル３Ｆ 03-5797-5250 03-5797-5253 歯科 口腔外科
1174 閉院 医療法人社団アクア　アクア歯科 中村　行伸 東京都目黒区鷹番３－１３－５　 シャンボール学芸大学１０５ 03-3713-3412 03-3713-3419 歯科
1175 つたえ内科クリニック 鈴木　清文 東京都目黒区鷹番１－１４－１３ 03-5768-8232 03-5768-8233 内科 循環器内科 糖尿病内科
1176 自由が丘すななが眼科 砂長　健益 東京都世田谷区奥沢５-３２-１３ 03-5755-5715 03-5755-5765 眼科
1177 桜新町こどもクリニック 似鳥　嘉一 東京都世田谷区新町３－２－１　 ラフィーネ桜新町１階 03-5450-1515 03-5450-1516 小児科 アレルギー科 内科 皮膚科
1178 世田谷通り桜内科クリニック 久田　哲哉 東京都世田谷区桜３－２－６ アヴニール桜 03-3420-1159 03-3420-1195 呼吸器内科
1179 カワイ歯科医院 川井　洋一 東京都目黒区駒場１－２３－９ 03-3485-5358 03-3485-5358 歯科
1180 医療法人社団帝歯会　山本歯科 山本　由美子 東京都目黒区祐天寺１－２３－２４－１Ｆ 03-5721-6881 03-5721-6489 歯科
1181 嘉部歯科医院 嘉部　曉 東京都目黒区上目黒５－４－１０ 03-3713-4700 03-3713-4700 歯科
1182 みき歯科医院 島田　美記 東京都目黒区鷹番２－１５－７ 03-3710-1108 03-6412-7030 歯科
1183 浜中デンタルクリニック 濵中　大輔 東京都目黒区鷹番３－８－５　 豊島ビル２階 03-3792-3300 03-3792-3300 一般歯科 小児歯科 口腔外科 矯正歯科
1184 医療法人社団英会　 メイプル歯科診療所 節　英司 東京都目黒区中根２－１－１１　 セツビル２Ｆ 03-3724-1609 03-3723-8790 歯科
1185 西岡歯科医院 西岡　秀喜 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 03-3717-4514 歯科
1186 医療法人社団真峰会　 北村歯科クリニック 北村　真二 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 03-3725-2595 歯科 矯正歯科 小児歯科 歯科口腔外科
1187 いいがやクリニック 飯ヶ谷　知彦 東京都目黒区緑が丘３－２－３ 03-5729-0220 03-5729-0221 泌尿器科 内科 外科
1188 いとう整形外科内科 伊藤　友久 東京都目黒区目黒本町３－１５－１０ 03-3712-0233 03-5725-0353 整形外科 内科
1189 医療法人社団向陽会　岸歯科医院 岸　陽一郎 東京都目黒区五本木１－３５－６ 03-3713-0818 03-3713-2250 歯科
1190 医療法人社団　イリス訪問診療クリニック 中澤　綾 東京都世田谷区上用賀４－３４－１－１１３ 03-6413-1971 03-6413-1972 内科 外科 緩和ケア内科
1191 Ｃｌｉｎｉｃａ　Ｅ．Ｔ．EAST 奥野　哲治 東京都中央区新川１－２３－５－１Ｆ 03-6280-4427 03-6280-4428 放射線科
1192 川崎北部在宅診療所 大橋　晃太 神奈川県横浜市青葉区美しが丘西３－６４－１３　 アスティオン美しが丘１－Ａ 045-507-8646 045-507-8657 訪問診療
1193 たかみ内科・循環器クリニック 髙見　光央 東京都世田谷区奥沢２－２５－４　 グリーンヒル奥沢1Ｆ　 03-3723-3737 03-3723-3738 内科 循環器内科 糖尿病内科
1194 渡久地クリニック 渡久地　政夫 東京都目黒区碑文谷６－８－３ 03-3712-0872 03-3712-0552 内科 外科
1195 医療法人社団正真会　 世田谷脳神経外科クリニック 田中　正人 東京都世田谷区船橋５-３３-１５ 03-3306-0550 03-3306-0550 脳神経外科 リハビリテーション科
1196 吉澤内科クリニック 吉澤　海 東京都世田谷区経堂２-１５-１３ 03-3427-3777 03-3427-3787 内科 消化器内科 肝臓内科
1197 内科・脳神経外科オリーブ 中村　精紀 東京都世田谷区桜新町１-１５-１　１Ｆ　 03-3425-2112 03-3425-2122 内科 脳神経外科 神経内科
1198 こだいら泌尿器科 古平　喜一郎 東京都世田谷区野沢３－２－８－１０１ 03-3410-2373 03-3410-2373 泌尿器科
1199 国分寺在宅ケアクリニック 岩川　俊輝 東京都国分寺市本町４－１３－１２－３１０ 042-329-3993 042-329-3993 内科 精神科 整形外科 皮膚科 泌尿器科 眼科 緩和ケア科
1200 赤坂内視鏡クリニック 中村　尚志 東京都港区赤坂３－５－５　 ストロング赤坂ビル５Ｆ 03-6441-2528 03-6441-2528 内視鏡科 消化器内科
1201 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 小野山　雄作 東京都目黒区緑が丘３－１－７　 セトル緑ヶ丘１階 03-5731-0151 03-3724-6205 内科
1202 医療法人社団翔緑会　麦谷医院 麦谷　圭一郎 東京都品川区戸越５－７－２０ ＬＡＰビル１階 03-3785-3175 03-3785-3175 胃腸科 外科 リハビリテーション科
1203 おくさわキッズクリニック 藤井　芳実 東京都世田谷区奥沢３－３０－１７　 奥沢ハイツ１Ｆ 03-6425-4970 03-6425-4969 小児科 アレルギー科
1204 医療法人社団Ａｎｄ－ｙｏｕ 街のホームクリニック 塙　勝博 東京都目黒区柿の木坂2-30-18　２－３Ｆ 03-5731-0506 03-5731-0507 内科 外科 訪問診療
1205 医療法人社団交鐘会　 あおぞら在宅診療所 城南 栗原　理 東京都品川区小山６－１－６ チャオ２０１ 03-6303-0152 03-6632-3678 内科
1206 柴垣医院　自由が丘 柴垣　圭吾 東京都目黒区自由が丘１－１３－４　２Ｆ 03-3724-0066 03-3725-2588 内科 人工透析内科
1207 医療法人正心会　 三軒茶屋内科クリニック 松永　浩 東京都世田谷区三軒茶屋２－２０－1８ 03-3421-4522 03-3421-7512 内科 循環器科 消化器科 糖尿病内科 呼吸器 アレルギー リウマチ 腎内科 神経内科 小児科
1208 渋谷済生クリニック 加藤　清恵 東京都渋谷区東２－２３－３　タゴシンビル１Ｆ タゴシンビル１Ｆ 03-3409-1041 03-3409-1042 一般内科 糖尿病内分泌内科神経内科 循環器科 眼科 心療内科 皮膚科 外科 泌尿器科
1209 医療法人社団永研会　 ちとせクリニック 金井　文彦 東京都世田谷区南烏山４－９－１４　 南烏山ビル１階 03-5315-3363 03-5315-3373 内科 整形外科 皮膚科 眼科 耳鼻科 高齢診療科 訪問診療
1210 医療法人社団 はなまる会烏山はなクリニック 増井　一夫 東京都世田谷区南烏山６－１２－１２ ｺｰｼｬﾝﾊｲﾑ千歳烏山１２号棟１階 03-5315-3315 03-5315-3316 内科 呼吸器内科 アレルギー科
1211 こじま内科呼吸器科 小島　薫 東京都世田谷区奥沢２－３8－９ 自由が丘月瀬ビル３Ｆ 03-3725-1159 03-3725-1259 内科 呼吸器内科 アレルギー科
1212 シモキタクリニック 渡邉　友美 東京都世田谷区北沢２－１７－２　 ＡＺＵＲＥ１Ｆ 03-3414-5252 03-3414-5282 内科 外科
1213 都立大学駅前 すみクリニック皮膚科・ｱﾚﾙｷﾞｰ科 鷲見　浩史 東京都目黒区平町１-２７-１ ＰＡＬ都立大３階 03-3725-1112 03-6421-1825 皮膚科 アレルギー科
1214 トータス往診クリニック 大橋　晃太 東京都狛江市岩戸南４－２２－７　 メゾン・サンライズ　アイ１０２ 03-5761-2752 03-5761-2753 内科 血液内科 緩和ケア内科 リハビリテーション科
1215 都立大石森脳神経外科クリニック 石森　久嗣 東京都目黒区八雲１－５－５－１Ｆ 03-3725-0177 03-3725-0162 脳神経外科 神経内科 内科
1216 医療法人社団シンセリティ いなみ内科クリニック 稲見　真木子 東京都世田谷区三軒茶屋１－１３－７ ＪＯＹビル２Ｆ 03-3413-1730 03-3413-1740 内科 消化器内科 肝臓内科
1217 自由が丘みきブレストクリニック 森　美樹 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 03-3724-8820 乳腺外科
1218 早川ホワイト歯科 早川　讓吉 東京都港区新橋５－２５－５ 03-3459-8306 03-3459-8308 歯科一般
1219 医療法人財団百葉の会　銀座医院 竹田　義彦 東京都中央区銀座４－１２－１５　 歌舞伎座タワー１６階 03-3541-1151 03-3546-1318 内科 整形外科 皮膚科 リハビリテーション科
1220 下北沢井上デンタルクリニック 井上　雄吾 東京都世田谷区北沢２－３７－２ 03-5738-8390 03-5738-8391 歯科
1221 閉院 世田谷等々力内科・小児科・総合診療クリニック 藤本　和法 東京都世田谷区中町１－１１－１０ 03-3701-5111 03-3701-5117 内科 小児科 循環器科 麻酔科 総合診療
1222 都立大レディースクリニック 品川　寿弥 東京都目黒区中根２－１３－９ 03-3725-4132 03-3725-4135 婦人科 産科
1223 あずクリニック桜新町 金　紀鍾 東京都世田谷区桜新町１－８－７ 03-6809-8372 03-3701-2774 小児科 内科
1224 医療法人社団健身会　 さくら中央クリニック 小栗　理人 東京都世田谷区新町２－６－６ 03-6413-9290 03-6413-9285 内科 外科 神経内科 皮膚科
1225 天野矯正歯科 天野　光章 東京都世田谷区松原２－４４－３　 杉田ビル２Ｆ 03-3328-1378 03-3328-1379 矯正歯科
1226 自由が丘　杉内医院 杉内　智子 東京都目黒区自由が丘２－７－４ 03-5726-8241 03-5726-8272 耳鼻咽喉科
1227 パークサイド脳神経外科クリニック 近藤　新 東京都世田谷区太子堂１－３－３９　Ｂ１Ｆ 03-3414-3300 03-3414-3900 脳神経外科 神経内科 放射線科 リハビリテーション科
1228 医療法人社団樹立会　本間医院 上野　泰弘 東京都世田谷区若林４-２１-１６ 03-3419-4827 03-3419-4828 内科 外科 皮膚科
1229 渋谷メンタルクリニック 戸田　壮一 東京都渋谷区道玄坂２－２５－５　 島田ビル４階Ｃ 03-3496-2020 03-3496-2021 心療内科 精神科
1230 医療法人社団正久会　くぼの眼科 窪野　正 東京都目黒区祐天寺２-１２-６ 03-3715-4554 03-5704-0560 眼科
1231 ナオデンタルオフィス 岡田　尚彦 東京都世田谷区奥沢７－２－３　 ＫＴビル１Ｆ 03-3703-6480 03-3703-6480 歯科 口腔外科
1232 弦巻通り　まりあ歯科 中村　真理愛 東京都世田谷区弦巻３ー１２ー１８　 コンフォート桜新町１階 03-3706-5036 03-5706-5036 歯科 小児歯科
1233 医療法人社団豊隆会　河野整形外科 河野　通隆 東京都世田谷区桜1-29-18 03-3426-8255 03-3429-7251 整形外科 外科 内科 リハビリテーション科
1234 ライズ訪問診療クリニック 工藤　敏和 東京都狛江市岩戸北２－１２－１２ チュスナテラス５号室 03-4405-6372 03-6745-8896 内科
1235 上野毛通り歯科 佐藤　隆夫 東京都世田谷区上野毛１－２３－５－１０６ 03-6809-8008 03-6809-8008 歯科
1236 医療法人財団慈生会　野村病院 須藤　憲一 東京都三鷹市下連雀８－３－６ 0422-47-4848 0422-47-4877 在宅医療部
1237 せきね整形外科桜丘クリニック 関根　健 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 03-5799-7469 整形外科 リハビリテーションリウマチ科 外科
1238 医療法人社団　東仁会　 千歳烏山腎クリニック 後藤　健 東京都世田谷区南烏山６－２７－１０　 大黒ビル２・３階 03-5314-3667 03-3326-2161 人工透析内科
1239 医療法人社団　善仁会　 成城じんクリニック 水野　章子 東京都世田谷区成城６－９－１　 五和ビル２・３階 03-5429-3733 03-5429-3734 人工透析内科
1240 医療法人社団　永康会　 下北沢駅前クリニック 木村　里緒 東京都世田谷区北沢２－４－５　 mosia３階 03-5433-3090 03-5433-3095 人工透析内科
1241 医療法人社団　永康会　 四ツ谷腎クリニック 清水　阿里 東京都新宿区四谷１－１３　 虎の門実業会館四谷ビル３階 03-3357-6877 03-3357-6881 人工透析内科
1242 医療法人社団　永康会　 中目黒クリニック 西山　敬介 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 03-3792-1851 人工透析内科
1243 医療法人社団　善仁会　 渋谷池尻腎クリニック 岡﨑　明子 東京都目黒区東山３-１-１１　３F 03-6890-0181 03-6890-0182 人工透析内科
1244 医療法人社団　圭徳会　 つつじヶ丘神代クリニック 蓬田　茂 東京都調布市西つつじヶ丘４－１５－５ 042-443-2246 042-443-2248 人工透析内科
1245 医療法人社団　善仁会　 狛江腎クリニック 荒井　香代子 東京都狛江市中和泉１－８－１ シルク狛江医療モール１Ｆ 03-5438-7080 03-3489-1810 人工透析内科
1246 医療法人社団　東仁会　 経堂駅前クリニック 幸地　優子 東京都世田谷区経堂１－１１－４　 五十畑ビル２階 03-5451-8077 03-5451-8078 人工透析内科
1247 くろおかクリニック 黒岡　雄二 東京都世田谷区奥沢５－２３－１８ メディス自由が丘２F 03-6459-5295 03-6459-5297 泌尿器科 内科
1248 医療法人社団　田中医院 田中　佐喜子 東京都世田谷区北烏山７－２６－１１ 03-3300-2110 03-5384-6434 内科 小児科 皮膚科
1249 世田谷そのだ皮膚科 園田　広弥 東京都世田谷区世田谷４－１－３　　　 世田谷医療COMMUNITY４Ｆ　　 03-3420-5005 03-3420-5002 皮膚科 腫瘍皮膚科 アレルギー科 小児皮膚科 美容皮膚科
1250 若林ゆうクリニック 五十嵐　裕恵 東京都世田谷区若林５－１４－６－２Ｆ 03-3410-1120 03-3410-1121 内科 泌尿器科 ペインクリニック内科
1251 土居皮膚科 土居　敦子 東京都世田谷区梅丘２－１４－１１ 03-3420-3835 03-3420-3835 皮膚科
1252 閉院 橋本皮フ科クリニック 橋本　明彦 東京都世田谷区豪徳寺１－２５－５ 03-3426-1116 03-3426-1119 皮膚科
1253 はしもとクリニック経堂 橋本　圭司 東京都世田谷区宮坂１－２７－６ 03-5656-6798 03-6677-0539 リハビリテーション児童精神科 精神科
1254 二子玉川ブレストクリニック 浜口　洋平 東京都世田谷区玉川３－１５－１　 曽根ビル６階 03-3709-7717 03-3709-7757 乳腺外科 外科
1255 三茶医院め・みみはな 野沢　美智代 東京都世田谷区太子堂４－２３－１３－５Ｆ 03-3795-9005 03-3795-9005 眼科 耳鼻科
1256 林試の森クリニック 石川　憲彦 東京都目黒区下目黒５－３４－１６ 03-3712-7871 13-3712-7871 精神科
1257 園田耳鼻咽喉科医院 園田　哲史 東京都世田谷区三軒茶屋１－３５－２０ 03-5433-3318 耳鼻咽喉科 アレルギー科 気道食道科
1258 GＰクリニック自由が丘 斉藤　康洋 東京都世田谷区奥沢６－２１－１２　 ベルヴェディア自由が丘２０１ 03-6432-1223 03-6432-1224 内科 呼吸器内科
1259 小板橋内科 小板橋　毅 東京都世田谷区用賀１－７－２２ 03-3709-1855 03-3709-1855 内科 小児科
1260 上野毛脳神経外科クリニック 小林　信介 東京都世田谷区上野毛３－１４－１４－１Ｆ 03-5758-1150 03-5758-1151 脳神経外科
1261 砧クリニック 秋元　直人 東京都世田谷区砧８－８－２０　 吉浦ビルⅡ２Ｆ 03-3416-6013 03-3416-6016 内科 外科 循環器科 小児科
1262 神谷整形外科・眼科 神谷　耕次郎 東京都世田谷区弦巻１－３５－２０ 03-6413-7111 03-6413-7337 整形外科 リハビリテーションリウマチ科 眼科
1263 いしかわキッズクリニック 石川　央朗 東京都世田谷区世田谷２－６－１１ 03-5451-3014 03-3429-0099 小児科 アレルギー科 内科
1264 医療法人社団三育会　 世田谷公園前クリニック 豊田　紀夫 東京都世田谷区下馬１－４０－１４－１Ｆ 小畑ビル１０１ 03-5787-6110 03-5787-8120 リハビリテーション内科
1265 くるみクリニック 西村　知香 東京都世田谷区大原２－２３－５ 03-3327-7462 03-3327-7492 神経内科 精神科
1266 祖師谷みちクリニック チータム　倫代東京都世田谷区祖師谷１－１０－５－２Ｆ 03-6411-3383 03-6411-3384 皮ふ科 形成外科
1267 遠藤医院 遠藤　洋子 東京都世田谷区北烏山６－２１－１５ 03-3300-8184 03-5313-5086 内科 眼科
1268 駅前三軒茶屋みずもとﾚﾃﾞｨｰｽｸﾘﾆｯｸ 水本　賀文 東京都世田谷区三軒茶屋１－３７－８　 ワコーレ三軒茶屋６４－２Ｆ 03-6450-9114 03-6450-9314 産婦人科
1269 ミモザ皮フ科クリニック 岡本　一江 東京都世田谷区桜丘2-17-16 03-6413-6281 03-6413-6281 皮膚科
1270 関根眼科 関根　麻紀 東京都世田谷区船橋４－２３－２７ 03-3484-2288 03-3484-2272 眼科
1271 堀医院 堀　雄一 東京都世田谷区代沢３－１６－８ 03-3421-2117 03-3412-3737 内科 小児科 腎臓内科 循環器内科 内分泌・糖代謝内科
1272 医療法人社団アルテミデ　 宇野皮膚科医院 漆畑　修 東京都世田谷区北沢２－２０－１４ 03-3414-5488 03-3414-5488 皮膚科
1273 原田皮膚科クリニック 原田　敬之 東京都世田谷区宮坂３－１３－６　 すずらん会館３階 03-5426-2109 03-5426-2108 皮膚科
1274 木村眼科クリニック 木村　由香子 東京都目黒区東山１－４－４－２Ｆ 03-3710-2068 03-3710-3278 眼科
1275 いの耳鼻咽喉科 猪　忠彦 東京都目黒区中根２－１２－１　 Ｋ＆Ｋビル２階 03-5701-3387 03-5701-3387 耳鼻咽喉科
1276 ナガイクリニック 永井　尚生 東京都世田谷区奥沢５－１９－１４ 03-5731-9557 03-5731-9554 皮膚科 婦人科 内科 アレルギー科
1277 そが眼科クリニック 蘇我　孟志 東京都世田谷区豪徳寺１－２８－１ 03-6804-4934 03-6804-4148 眼科
1278 医療法人社団武樹会　 下高井戸耳鼻咽喉科医院 武本　欣也 東京都世田谷区赤堤４－４１－４ 03-3324-4696 03-3324-4696 耳鼻咽喉科
1279 医療法人社団恵礼会　北原皮膚科 北原　比呂人 東京都世田谷区玉川３－１５－１６ 03-3709-4112 03-3709-4112 皮膚科
1280 鷹番メンタルクリニック 猪川　和興 東京都目黒区鷹番３－１１－８　 コート鷹番地下１階 03-5724-6963 03-5724-6964 精神科 神経科
1281 みくりキッズくりにっく 本田　真美 東京都世田谷区上野毛２－２２－１４　B棟 03-37101-1010 03-3701-1011 小児科 アレルギー科 小児神経科 児難精神科
1282 小林皮膚科クリニック 小林　昌和 東京都目黒区目黒本町３－５－７－１Ｆ 03-3712-3121 皮膚科
1283 目黒やすだ内科クリニック 保田　史子 東京都目黒区目黒３－１０－１３－４Ｆ 03-6303-2755 03-6303-2745 内科
1284 医療法人社団里優会　 あんどうレディスクリニック 安藤　郁枝 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 03-3469-6771 産婦人科
1285 むさしアイクリニック上野毛駅前 武蔵　トゥリーン東京都世田谷区上野毛１－１４－１ 03-5760-6695 03-5760-6695 眼科
1286 下北沢こころのクリニック 嶋津　良比呂 東京都世田谷区北沢２－６－１１ 生井沢ビル２Ｆ 03-6407-1807 03-6407-1813 心療内科 精神科
1287 たけおクリニック 竹尾　浩紀 東京都世田谷区太子堂４－２２－７　 森住ビル3F 03-5433-3255 03-5433-3256 内科 糖尿病内科
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1288 ながたクリニック 永田　博康 東京都世田谷区世田谷４－１－３　　　 世田谷医療COMMUNITY３Ｆ　　 03-5477-1128 03-5477-1127 内科 消化器内科 外科
1289 さくらが丘小児科クリニック 松村　有香 東京都世田谷区桜丘３－１０－２２　 メディカルヴィレッジ桜丘２F 03-3439-3077 03-3439-3088 小児科
1290 医療法人社団昭星会　 二子メンタルクリニック 吾妻　正浩 東京都世田谷区玉川３－６－１　 ＡＭビル６階 03-3707-7827 03-3707-7827 精神科
1291 こしだ内科クリニック 越田　容子 東京都世田谷区桜丘2-２７－１１　 レフィーノＫＭﾋﾞﾙ１Ｆ 03-3425-1771 03-3425-1773 内科 消化器科
1292 メディカルクリニック中目黒 銘形　和彦 東京都目黒区上目黒２－１５－１４　 AKビル７Ｆ 03-5722-2660 03-5725-5126 内科 外科 透析
1293 広尾ガーデンヒルズクリニック 坂本　和裕 東京都渋谷区広尾４－１－１２ 広尾ガーデンヒルズＧ棟 03-3406-5530 03-3406-5531 内科 呼吸器内科 皮膚科 外科
1294 池尻大橋耳鼻咽喉科 福里　博 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 03-6804-8220 耳鼻咽喉科
1295 砧ゆり眼科医院 中山　百合 東京都世田谷区砧４－１７－１０ 03-6805-8242 03-6805-8225 眼科 小児眼科
1296 休診中 ファミリック診療所 山口　久美子 東京都大田区下丸子２－１３－４ 03-5741-3717 03-5741-3715 内科　 呼吸器科 小児科
1297 あさひ眼科 西山　久美子 東京都目黒区上目黒３－２－２　 羊屋ビル５Ｆ 03-5724-6602 03-5724-6604 眼科
1298 おいかわ内科在宅クリニック 及川　武史 東京都渋谷区神宮前５－４１－１　 ＶＩＬＬＡ　ＡＯＢＡ　２０２ 03-6452-6866 03-6452-6867 内科 在宅診療
1299 桃子メディカルクリニック 松原　桃子 東京都世田谷区代田５－２７－１ 03-6450-7702 03-6450-7703 放射線科 乳腺内科 女性臨床検査科
1300 医療法人社団　 ドクターナカムラ　目黒本町医院 會澤　亮一 東京都目黒区目黒本町3-7-8-1Ｆ　 03-5725-8825 03-5725-8829 内科一般
1301 あらいクリニック 新井　竜夫 東京都世田谷区宮坂３－１３－６　 すずらん会館３階 03-5451-5300 03-5451-5301 内科 消化器内科（胃腸・肛門・内視鏡）
1302 松岡醫院 松岡　正敬 東京都世田谷区桜丘３-２６-４ 03-3706-3870 03-3706-3871 内科 神経内科
1303 医療法人社団栄和会　 だんのうえ眼科　二子玉川院 大島　由莉 東京都世田谷区玉川２－２２－１２　 二子玉川ﾗｲｽﾞSC・ｽﾃｰｼｮﾝﾏｰｹｯﾄ１階 03-5491-7070 03-5491-7077 眼科
1304 尾山台心療クリニック 牟田　幸夫 東京都世田谷区尾山台３－３４－５ 03-6809-7669 03-6809-7669 心療内科 精神科
1305 下山内科クリニック 下山　貞雄 東京都世田谷区代沢２－４４－１４－１Ｆ 03-3419-2300 03-3419-6458 内科
1306 うかり整形外科 鵜狩　善一 東京都世田谷区砧６－２５－１３　 メディカルコミュニティ砧２Ｆ 03-5494-5506 03-5494-5507 整形外科 リウマチ科 リハビリテーション科
1307 医療法人社団星光会　 梅ヶ丘ひかり眼科 中田　光紀 東京都世田谷区梅丘１－３２－２ 03-5799-6601 03-5799-6698 眼科
1308 羽山医院 羽山　享宏 東京都世田谷区代沢２－３６－８ 03-3487-1731 03-3487-1732 内科
1309 足立内科医院 足立　久信 東京都世田谷区世田谷３－２４－１３ 03-3427-7312 03-3427-7312 内科 循環器科 小児科
1310 成城ハートクリニック 北川　容子 東京都世田谷区成城6-15-23 03-3483-8011 03-3483-8021 内科 循環器科
1311 よつ葉内科クリニック 更級　麻子 東京都世田谷区砧２－２２－２　 エクセル砧１Ｆ 03-5727-1428 03-5727-1427 内科 循環器内科 アレルギー科 呼吸器内科 糖尿病内科
1312 医療法人南陽会　 烏山たむらメンタルクリニック 幾瀬　大介 東京都世田谷区南烏山５－１６－１　 第２三沢ビル２Ｆ 03-5313-0677 03-5313-0677 心療内科 精神科
1313 赤見医院 赤見　良成 東京都世田谷区深沢４－２３－９ 03-3702-7176 03-3702-7098 内科 眼科
1314 さくら内科クリニック 松尾　高 東京都世田谷区千歳台２－１４－７－１F 03-6411-3666 03-6411-3686 内科 循環器内科 呼吸器内科 アレルギー科
1315 医療法人社団　市川診療所 市川　恭介 東京都目黒区原町１－１１－１３ ロジュマンＦ１０１ 03-5734-1401 03-5734-1404 内科 耳鼻科 小児科 在宅医療 緩和ケア
1316 医療法人社団なみいろの樹　 なおこ皮膚科クリニック 服部　尚子 東京都世田谷区用賀４－９－２７　 第３福ビル２階 03-6805-7484 03-6805-7483 皮膚科 緩和ケア内科
1317 おまた眼科 小俣　貴靖 東京都世田谷区桜丘２－２５－４　 桜丘２丁目ビル１階 03-5451-7730 03-5451-7731 眼科
1318 医療法人社団如心会　 等々力脳神経外科 八塚　如 東京都世田谷区等々力４－９－３　 プランドール尾山台1階101号室 03-6432-2332 03-6432-2333 脳神経外科
1319 医療法人社団昭星会　 二子玉川心のクリニック 吉田　由紀 東京都世田谷区玉川３－６－１２　 第７明友ビル７階 03-3707-2507 03-3707-2507 精神科
1320 みやぎしレディースクリニック 宮岸　玲子 東京都目黒区八雲１－３－６　 Ｋ-ｃｒｏｓｓビル301 03-5731-8866 03-5731-8867 内科 産科 婦人科
1321 医療法人社団新穂会　 上用賀世田谷通りクリニック 都外川　新 東京都世田谷区上用賀６-３１-１５　 チェリーヒルズ２Ｆ 03-3420-2959 03-3420-2975 内科 リウマチ科 呼吸器科 リハビリ科
1322 医療法人社団爽玄会　 碑文谷病院 奈良　一成 東京都目黒区南２-９-７ 03-3723-1515 03-3723-1816 脳神経外科 外科 内科 整形外科
1323 三軒茶屋眼科 窪田　美幸 東京都世田谷区三軒茶屋１－５－１４－１０３ 03-5432-4517 03-5432-4518 眼科
1324 いいむろ内科クリニック 飯室　護 東京都世田谷区太子堂３－２８－１６ 03-3487-1166 03-3487-1167 内科 消化器内科
1325 松陰神社前整形外科 畠山　広明 東京都世田谷区世田谷４－１－３　 世田谷医療COMMUNITY３Ｆ　　 03-3706-6060 03-3706-6070 整形外科　 リハビリテーション科

1326 都立大メンタルクリニック 松任　良樹 東京都目黒区中根２－１－１２－B1F 03-5726-9870 03-5726-9870 精神科 心療内科
1327 祐天寺整形外科クリニック 富永　雅巳 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 03-5773-5613 整形外科
1328 医療法人社団慈公会　 あおぞら皮膚科 幸田　公人 東京都世田谷区南烏山６－３３－４　１階 03-3308-1112 03-3308-1113 皮膚科
1329 医療法人社団光健会　 西小山耳鼻咽喉科 川俣　光 東京都目黒区原町１－６－６　 シュロス原町１階 03-6666-8533 03-6666-8533 耳鼻咽喉科
1330 いしい外科 石井　千春 東京都世田谷区大原１－２４－８ 03-5738-5577 03-5738-5528 外科 整形外科 内科 皮膚科 泌尿器科
1331 いかり耳鼻咽喉科 猪狩　武詔 東京都世田谷区梅丘１－２３－９　 ゼンコービル１Ｆ 03-3425-0187 03-3425-0187 耳鼻咽喉科
1332 あきら内科 佐田　晶 東京都世田谷区用賀４－３－９　 ＭＯＲＩＹＡ　ＴＨＲＥＥ　２Ｆ 03-3708-6777 03-3708-6788 糖尿病内科 内科
1333 八幡山皮ふ科 岸川　由香 東京都世田谷区八幡山３－３２－２５　 ＭＹビル３Ｆ 03-3303-0312 03-3303-0302 皮膚科
1334 閉院 洗足いちょう通り眼科 隈﨑　真弓 東京都目黒区洗足２－６－１０　 洗足スクエアビル 03-6452-4920 03-6452-4921 眼科
1335 目黒医療生活協同組合　 上目黒診療所 吉岡　雅之 東京都目黒区上目黒４－４－２１ 03-3715-2271 03-3714-7503 内科
1336 下田クリニック 下田　泰彦 東京都世田谷区等々力３－１０－３－２０１ 03-6411-6937 03-6411-6957 内科 在宅訪問診療
1337 奎和内科医院 八木　奎司 東京都世田谷区北沢２－９－２０ 03-3469-1688 03-3460-2345 内科
1338 やまなか内科クリニック 山中　英之 東京都目黒区緑が丘３－９－３２ 03-3748-8739 03-3748-8738 内科 循環器内科 呼吸器内科 アレルギー科
1339 小竹眼科 小竹　恵理 東京都世田谷区赤堤４－２３－５　 カラーズガーデン１Ｆ 03-3327-8889 03-5355-3096 眼科
1340 閉院 医療法人五星会　五本木皮フ科 星　健二 東京都目黒区鷹番３－１８－１８－２０４ 03-5725-8012 03-5725-8013 皮膚科
1341 閉院 医療法人社団共進会　 中野セントラルパーククリニック 橋本　亮 東京都中野区中野４－１０－２　 中野セントラルパークサウス２階 03-5329-5420 03-5329-5421 内科
1342 医療法人社団エヌシー会　 西クリニック 西　祐吾 東京都世田谷区経堂２－１－３３　 経堂コルティ３Ｆ 03-3425-0024 03-3425-2412 内科 消化器内科 循環器内科 肛門科 糖尿病科
1343 閉院 ほあしこどもクリニック 帆足　英一 東京都世田谷区宮坂３－９－４　 アルカディア経堂 03-6413-9293 03-6413-9294 小児科 アレルギー科 精神科
1344 吉見耳鼻咽喉科医院 吉見　充德 東京都世田谷区弦巻３－２６－１０ 03-3439-4430 03-3439-4430 耳鼻咽喉科
1345 祐天寺おひさまこどもクリニック 吉田　雅樹 東京都目黒区祐天寺２－７－２３－２０１ 03-3716-0130 03-3716-0131 小児科
1346 こういち整形外科脳神経内科 佐々木　康一 東京都目黒区鷹番３－１４－１４　 サーカス学芸大学２階 03-5794-5415 03-5794-5416 整形外科 脳神経内科 リハビリテーション科
1347 医療法人社団慶永会　徳永整形外科 徳永　祐二 東京都世田谷区喜多見８－１８－１０　 小泉ビル２階 03-5494-7311 03-5494-2911 整形外科
1348 閉院 中澤医院 中澤　信八 東京都目黒区目黒本町３－５－１１ 03-3712-9302 03-3712-9302 内科 皮膚科
1349 桂眼科 桂　京子 東京都目黒区鷹番２－１－６ 03-3713-5705 03-3713-5308 眼科
1350 おおた内科クリニック 太田　昌克 東京都世田谷区北沢３－２－３ 03-5453-0010 03-5453-0020 内科 循環器内科
1351 うつみクリニック 内海　雅子 東京都世田谷区成城７－２９－２６ 03-3482-3181 03-3482-3180 皮膚科 アレルギー科 呼吸器科
1352 宮川内科医院 宮川　瑞夫 東京都世田谷区代田６－２３－５ 03-3467-4803 03-3467-4803 内科
1353 上馬整形外科クリニック 別府　諸兄 東京都世田谷区上馬１－１３－１１ 03-3795-7162 03-3795-7162 整形外科 リハビリテーション科
1354 岡本メモリクリニック 吾妻　玲欧 東京都世田谷区鎌田３－１７－６ 03-5797-4040 03-5797-4041 内科 神経内科
1355 かまやち内科クリニック 釜萢　正 東京都世田谷区池尻２－３１－７－１０２ 03-6450-8506 03-6450-8507 糖尿病内科 循環器内科 内科
1356 矢野こどもクリニック 矢野　一郎 東京都世田谷区宮坂３－１３－６ 経堂すずらん会館１Ｆ 03-5426-2877 03-5426-2878 小児科
1357 ゆうハートクリニック 鶴見　由起夫 東京都世田谷区北沢２－１－１６　 ア－バニティ下北沢２Ｆ 03-5432-9310 03-5432-9214 内科 循環器内科 血管外科
1358 医療法人社団恵絢会　 学芸大駅前神経科クリニック 大西　重宏 東京都目黒区鷹番２－１９－１７ 03-3794-0230 03-3794-0230 精神科 神経科
1359 医療法人社団東京白報会　 せたがや在宅診療所 矢野　玄一郎 東京都世田谷区玉川３－１３－８　 七のはなビル２Ｆ 03-6447-9089 03-6447-9489 内科 精神科　 皮膚科 眼科 耳鼻咽喉科
1360 医療法人社団医真会　 世田谷ホームケアクリニック 太田　雅也 東京都世田谷区南烏山３－６－１１－１Ｆ 03-6909-1922 03-6909-1944 泌尿器科 内科 外科 在宅医療
1361 閉院 目黒川クリニック 八十島　唯義 東京都目黒区青葉台１－２５－１３ 03-3713-2975 03-3715-1792 内科 小児科
1362 医療法人社団邦仁会　 足高・森内科クリニック 森　隆彦 東京都目黒区東山１－４－４　 目黒東山ビル２階 03-3710-2077、2088 03-6303-2189 内科 呼吸器科 消化器科 循環器科
1363 宮沢クリニック 宮沢　章子 東京都世田谷区成城６－１６－６－１Ｆ 03-3482-1101 03-3482-1101 麻酔科（ペイン） 心療内科 精神科
1364 医療法人社団リカバリー　 こころのホームクリニック世田谷 高野　洋輔 東京都世田谷区北烏山３－５－９　 日栄ビル２０１ 03-6909-1218 03-6909-1219 精神科 心療内科 内科
1365 テツダ耳鼻咽喉科 鐵田　晃久 東京都世田谷区深沢５－２３－１９　 スグロビル１Ｆ 03-3704-2157 03-3704-2157 耳鼻咽喉科
1366 医療法人社団松淨会　 松原皮ふ科・形成外科 青山　浩子 東京都目黒区自由が丘３－１０－６ 03-5726-8122 03-5726-8121 形成外科 皮膚科 美容皮膚科
1367 石黒医院 石黒　章 東京都目黒区八雲４－１５－８ 03-3724-8801 03-3724-8868 内科 消化器科
1368 医療法人社団治成会　 シグマクリニック 田中　時治 東京都世田谷区下馬　５－４１－２１ 03-5481-0226 03-5481-0227 消化器内科 神経内科
1369 医療法人社団博芽会　 目黒田内科クリニック 田　博史 東京都目黒区下目黒５－９－１５－１Ｆ 03-3712-6575 03-3710-4500 内科 循環器内科 呼吸器内科 アレルギー科
1370 イノウユキコ婦人クリニック 稲生　由紀子 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 03-3760-6195 産婦人科
1371 駒場クリニック 下津浦　末博 東京都目黒区駒場２－４－５　 Ｋ．Ｄマンション駒場 03-6279-7557 03-6279-7558 内科 循環器科 アレルギー科　小児科
1372 碑文谷クリニック 永野　修 東京都目黒区碑文谷６－８－２０ 03-3715-6633 03-3712-8426 麻酔科（ペインクリ内科
1373 はるやま眼科 春山　賢介 東京都世田谷区太子堂４－２３－１２－５Ｆ 03-6453-2823 03-6453-2824 眼科
1374 下馬内科クリニック 吉田　茂 東京都世田谷区下馬４－２３－１４ 03-3418-3036 03-6805-3031 内科 アレルギー科 訪問診療
1375 小久保小児科医院 関　惠子 東京都世田谷区大原２－２８－２ 03-3328-4850 03-3328-4850 内科 小児科 循環器内科
1376 AR-Eｘ尾山台整形外科 綿貫　誠 東京都世田谷区等々力４－１３－１ 03-5758-3007 03-5758-3008 整形外科 リハビリ科 麻酔科
1377 医療法人社団あおば会　 田北整形外科 田北　文雄 東京都世田谷区中町２－３－６せ 03-3704-8280 03-3704-8727 整形外科
1378 多賀谷医院 多賀谷　望 東京都世田谷区桜３－２６－１５ 03-3420-7020 03-3420-7020 精神科 心療内科
1379 医療法人社団　曽我歯科医院 曽我　達彦 東京都世田谷区上馬２-２６-６　 ﾁｻﾝﾏﾝｼｮﾝ三軒茶屋第二２０２号 03-3412-2111 03-3412-2112 歯科
1380 医療法人社団マイスター　 ｱﾍﾟｯｸｽﾒﾃﾞｨｶﾙ・ﾃﾞﾝﾀﾙｸﾘﾆｯｸ 福野　雅人 東京都世田谷区玉川３－６－１　 第６明友ビル６階 03-5797-5686 03-5797-2731 歯科 内科 整形外科
1381 内科・消化器内科おくがわｸﾘﾆｯｸ 奥川　英博 東京都目黒区八雲１-３-６　 K-crossビル２０１ 03-3724-3715 03-3724-3716 消化器内科 内視鏡内科 内科 アレルギー科 漢方内科
1382 三宅歯科クリニック自由が丘 三宅　甲太郎 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 03-6421-4207 歯科 矯正歯科 口腔外科 小児歯科
1383 ノタニクリニック 能谷　正雄 東京都目黒区中目黒4-5-17-1Ｆ 03-5721-3555 03-5721-3553 内科 外科 脳神経外科
1384 三軒茶屋ウィメンズクリニック 保坂　猛 東京都世田谷区太子堂1-12-34-2Ｆ 03-5779-7155 03-5779-7156 婦人科 不妊治療
1385 山崎整形外科 山崎　幹雄 東京都世田谷区羽根木１－２－２ 03-5376-3711 03-5376-3711 整形外科
1386 ポポロ小児科自由が丘 竹内　邦子 東京都目黒区自由が丘１－２４－１４ 03-5731-8806 03-5731-8807 小児科
1387 医療法人社団ＣＶＩＣ　 大井町心臓クリニック 高桑　蓉子 東京都品川区東大井５－２－３　 かんべ土地k-15ﾋﾞﾙ ３F 03-6712-9085 03-6712-9086 循環器内科 内科
1388 医療法人社団和啓会　 メディクスクリニック溝の口 南　睦彦 神奈川県川崎市高津区下作延５-１１-１２ 044-861-2030 044-861-2034 内科 呼吸器科 アレルギー科 消化器科 精神科
1389 医療法人社団神州　 日比谷公園健診クリニック 旭　伸一 東京都港区新橋１－１８－１　 航空会館４階 03-3595-0781 03-3595-0782 内科 健診 検診 人間ドック
1390 きたやま胃腸肛門クリニック 北山　大祐 東京都世田谷区桜新町２－２－１４ 03-6413-1642 03-6413-1643 内視鏡内科 肛門外科 胃腸内科
1391 目黒柿の木坂　ﾘｳﾏﾁ・内科ｸﾘﾆｯｸ 山口　晃弘 東京都目黒区八雲１－３－６　 Ｋ－crossビル　２Ｆ 03-3724-0515 03-3724-0516 リウマチ科 内科 アレルギー科
1392 北浜こどもクリニック 北浜　直 神奈川県川崎市高津区下作延３－３－１０－２Ｆ 044-870-7055 044-870-7056 小児科 アレルギー科
1393 医療法人財団明理会　 鶴川サナトリウム病院 小田切　統二 東京都町田市真光寺町１９７ 042-735-2222 042-735-2264 内科 老年内科 精神科 老年精神科
1394 山本ファミリア皮膚科　駒沢公園 山本　綾子 東京都目黒区東が丘２－１５－２　 コリーヌ駒沢公園１Ｆ 03-3795-1112 03-3795-1125 皮膚科
1395 目黒外科 齋藤　陽 東京都品川区上大崎２－１５－１８　 目黒東豊ビル６階 03-5420-8080 03-5420-8079 心臓血管外科 外科
1396 ごとう小児科・成長クリニック 後藤　正博 東京都世田谷区豪徳寺１－２２－３　 ユアーズ１Ｆ 03-5799-9900 03-5799-9779 小児科
1397 医療法人社団笑鯨会 なかのぶクリニック 富田　康弘 東京都品川区東中延２－１０－１１ 智勇第二ビル３階 03-5749-3215 03-5749-3205 内科 整形外科 外科 消化器科 リハビリテーション科
1398 飯田橋東口内科心療内科診療所 下平　智史 東京都千代田区飯田橋４－９－９　 第７田中ビル８階 03-6260-9863 03-6260-9863 内科 心療内科 精神科
1399 金子整形外科 金子　修 神奈川県川崎市高津区久地４－２４－３０ グリーンスクウェア 044-850-0105 044-850-0106 整形外科
1400 医療法人明医研　 ハーモニークリニック 中井　秀一 埼玉県さいたま市緑区松木３－１６－６ 048-875-7888 048-875-7885 内科 神経内科 小児科 リハビリテーション消化器内科 呼吸器内科 整形外科
1401 医療法人明医研　 デュエット内科クリニック 木村　淑子 埼玉県さいたま市南区別所６－１８－８ 048-866-7350 048-866-7767 内科 消化器内科
1402 北岡クリニック 北岡　正雄 東京都世田谷区三軒茶屋１-３７-１０　 ドルフ三茶２Ｆ 03-3410-0721 03-3410-0721 内科 循環器内科 心療内科 精神科
1403 公益財団法人日産厚生会　 玉川クリニック 小澤　志朗 東京都世田谷区玉川３－１５－１７ 03-3709-3281 03-3709-3603 内科 呼吸器内科 漢方内科
1404 閉院 医療法人社団希翔会　 渋谷青葉台内科小児科クリニック 安田　浩康 東京都目黒区青葉台４－２－１６ 03-6804-8725 03-6804-8724 内科 小児科 呼吸器内科 腫瘍内科 消化器内科 循環器内科 糖尿病内科 老年内科 アレルギー内科 放射線科
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1405 宮前平いわなみ眼科 岩波　将輝 神奈川県川崎市宮前区土橋７－１－３ 044-982-9851 044-982-9852 眼科
1406 藤巻整形外科 藤巻　有久 東京都世田谷区深沢5-2-9-115 03-6432-1987 03-6432-1987 整形外科
1407 プライムクリニック三鷹 露嵜　仁志 東京都三鷹市下連雀3－22－14　 岡田ビル２０１ 042-226-5686 042-633-4896 内科　 循環器内科 外科 消化器外科 麻酔科 ペインクリニック 放射線 精神科
1408 せたがや仙川クリニック 小澤　剛史 東京都調布市仙川町２－２１－１３　 仙川ビルＢ館　３階 03-3305-3400 03-3305-3402 糖尿内科 内科 皮膚科 アレルギー科 神経内科
1409 小西醫院 小西　公麿 東京都目黒区目黒本町４－１４－１９ 03-5768-5541 03-5768-5542 内科 産婦人科 小児科
1410 梅ヶ丘駅前クリニック 小林　美佳 東京都世田谷区梅丘１－２５－１－２Ｆ 03-5477-1192 03-5477-1193 内科 循環器内科 呼吸器内科
1411 いちデンタルクリニック 一戸　江梨 東京都世田谷区下馬３－３３－１０－１Ｆ 03-6805-4802 03-6805-4803 歯科 小児歯科 矯正歯科
1412 ロコクリニック中目黒 嘉村　洋志 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 03-5722-6568 内科 外科 小児科 心療内科 訪問診療
1413 伊藤歯科 伊藤　典文 東京都世田谷区経堂5-19-21 03-3429-3432 03-6413-1508 歯科　 矯正歯科 小児歯科 歯科口腔外科
1414 旗の台ライフクリニック 山岡　桂太 東京都大田区上池台１－１２－５ 長原ビル５階 03-6451-7277 03-6451-7522 内科 整形外科 皮膚科 精神科 心療内科
1415 医療法人社団永研会　 ファミリークリニック千歳烏山 神谷　須賀男 東京都世田谷区南烏山５－１９－１０ 加茂ビル１Ｆ 03-5314-3352 03-5314-3354 内科 整形外科 皮膚科
1416 恩田メディカルプラザ 恩田　泰光 東京都世田谷区三軒茶屋２－１１－２０ サンタワーズＤ棟５階 03-5726-9327 03-5726-9333 内科 脳神経外科 放射線科
1417 いちかわクリニック 市川　壮一郎 千葉県船橋市本町６－２－２０ ゼブラ船橋２・３階 047-429-8181 047-429-8182 内科 循環器内科 糖尿病内科
1418 よう子　みんなのクリニック 眞壁　陽子 東京都目黒区上目黒２－４２－１１　１階 03-6412-8188 03-6412-8189 内科 糖尿病内科 内分泌内科 小児科
1419 目黒ケイホームクリニック 安藤　克利 東京都目黒区中目黒４－５－１　 エースビル２階 03-5722-5500 03-5722-5501 内科 呼吸器内科 アレルギー科 循環器内科
1420 ふくだ歯科クリニック 福田　俊裕 東京都世田谷区用賀４－９－２２　 アラリアコート１０１ 03-6379-2525 03-6805-7474 歯科 歯科
1421 きむら歯科クリニック 木村　健広 東京都世田谷区深沢５－２５－１１ グリーンキャピタル駒沢１０１ 03-6423-1739 03-6432-1739 歯科 小児歯科 口腔外科
1422 閉院 下北沢レモン在宅診療所 関　有香子 東京都世田谷区代沢４－４２－１ ハヤカワハウス１Ｆ 03-4405-3498 03-4586-7289 内科 高齢者内科 緩和ケア内科
1423 かどた内科クリニック 門田　篤 東京都世田谷区代沢5-18-1-2F 03-6413-8333 03-6413-8355 内科 呼吸器内科　 アレルギー科
1424 ゆかみ先生の皮ふ科 湯上　徹 東京都世田谷区桜丘３－２６－４－２Ｆ 03-3428-4112 03-3428-4110 皮膚科
1425 せせらぎクリニック多摩川 富塚　太郎 東京都大田区田園調布１－３３－３　 田園ホームズ１階 03-5755-5207 03-5755-5208 内科 小児科 皮膚科
1426 医療法人社団シンセリティ　 ニコこどもクリニック 中澤　裕美子 東京都世田谷区玉川１－１５－６－１０２ 03-6431-0205 03-6431-0215 小児科
1427 医療法人社団順勇会　 駒沢あだち整形外科 足立　宏太 東京都世田谷区駒沢１－３－１ 駒沢グリーンビル３Ｆ 03-3424-3111 03-3424-3112 整形外科
1428 医療法人慶聰会　 矢澤クリニック渋谷 矢澤　聰 東京都渋谷区上原１－３３－１１－２Ｆ 03-3469-5582 03-3469-5583 在宅医療　 内科 泌尿器科 神経内科 循環器内科 小児科
1429 しろき在宅クリニック 白木　良治 東京都目黒区五本木３－２０－４ 03-6336-2496 03-6339-5065 内科　 泌尿器科
1430 閉院 ナオミクリニック 岡田　直美 東京都渋谷区恵比寿西１－９－６ West co. 10F 03-6809-0364 03-6809-0364 腫瘍内科 内科
1431 医療法人社団平世会　若林医院 古谷　武文 東京都世田谷区若林３－３３－１５ 03-3421-0282 03-3487-1827 内科 リウマチ科
1432 医療法人社団亮明会　 そがメディカルクリニック 蘇我　晶子 東京都世田谷区豪徳寺１－２８－１　 ハーモナイズ豪徳寺Ｂ１ 03-6432-6070 03-6432-6072 在宅診療（内科・外科・眼科・小児外科・小児科）
1433 医療法人社団　松井病院 橘　秀昭 東京都大田区池上２－７－１０ 03-3752-1111 03-3752-1118 内科 呼吸器内科 循環器内科 消化器内科 腎臓内科 外科 脳神経外科 消化器外科 肛門外科 整形外科 皮膚科 婦人科 眼科 リハビリテーション
1434 駒場東大前歯科 河津　真実 東京都目黒区駒場１－３１－３ 03-3469-0033 03-6804-8822 歯科
1435 地域ケア　こころの診療所 武田　充弘 東京都世田谷区砧８－５－１８　 砧シンヨービル２０２ 03-5707-8346 03-5727-8347 精神科 心療内科
1436 医療法人社団慶実会　 グレースホームケアクリニック 古田　晃 東京都世田谷区奥沢３－３５－１４ 03-6425-8858 03-6425-8852 訪問診療
1437 医療法人社団 東京桜十字　 桜十字渋谷バースクリニック 井上　治 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 03-5728-6626 03-5728-6609 産婦人科 内科 皮膚科
1438 祐天寺ウィメンズヘルスクリニック 佐藤　真之介 東京都目黒区祐天寺２－７－２３　２F 03-5708-5081 03-5708-5089 産婦人科
1439 ｳｪﾙﾋﾞｰﾝｸﾞｸﾘﾆｯｸ駒沢公園 布施　淳 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 03-6804-0645 循環器内科
1440 閉院 蒲田静脈瘤クリニック 渋谷　偉織 東京都大田区西蒲田８－１－７グランタウンビル蒲田８Ｆ グランタウンビル蒲田８Ｆ 03-6424-8755 03-6424-8839 血管外科
1441 医療法人社団Ｏｎｅ-ｆｏｒ-ａｌｌ　 そめや内科クリニック 染谷　貴志 神奈川県川崎市高津区末長１－４５－１ 秋本ビル１階 044-712-3366 044-712-3377 内科 消化器内科 呼吸器内科 在宅診療
1442 閉院 赤堤ファミリークリニック 木村　加奈子 東京都世田谷区赤堤2-44-10 03-6304-7087 03-6304-7088 内科 外科 消化器科 循環器科 アレルギー科 小児科
1443 おだやか診療所 上野　貴士 東京都大田区上池台５－１０－７ ベルフルール１０１ 03-6451-7692 03-6451-7693 内科 老年内科 緩和ケア内科
1444 安藤デンタルクリニック 安藤　惠 東京都目黒区中目黒２－７－１１－２０１ 03-3760-7068 03-3760-7068 歯科
1445 くろさか皮膚科クリニック 黒坂　良枝 東京都世田谷区等々力６－２－１ 03-5758-6789 03-5758-6790 皮膚科
1446 医療法人社団いずみクリニック 藤井　徹朗 東京都世田谷区用賀4-5-20　 ｱﾄﾞﾊﾞﾝｽ高荒5階 03-6411-7707 03-6411-7850 内科
1447 おおの内科外科クリニック 大野　雅央 東京都目黒区目黒４－２６－５ 03-6303-3822 03-6303-3832 内科 外科
1448 洗足駅前クリニック 齋藤　佑介 東京都目黒区洗足２－２５－１９　 アソルティ洗足１階 03-3786-1009 03-3786-1008 内科 消化器内科 皮膚科
1449 経堂こうづき眼科 上月　直之 東京都世田谷区経堂２－１－３３　 経堂コルティ２Ｆ 03-5799-7276 03-5799-7290 眼科
1450 医療法人社団聖心会　 さいとうファミリークリニック 齋藤　潤 東京都品川区旗の台１－８－３ 03-3786-0146 03-3786-0143 内科 消化器科　 小児科
1451 むらさき乳腺クリニック五反田 池田　紫 東京都品川区西五反田２－１９－２　 荒久ビル６Ｆ 03-3495-0881 03-3495-0880 乳腺科
1452 自由が丘歯科 今　一裕 東京都世田谷区奥沢５－３１－１６　１Ｆ　・Ｂ１Ｆ 03-3721-1801 03-3721-1801 歯科 小児歯科 歯科口腔外科 矯正歯科
1453 浅香耳鼻咽喉科クリニック 浅香　大也 東京都世田谷区上野毛１－１９－１　 メゾン上野毛１階 03-3703-8733 03-3703-8743 耳鼻咽喉科 アレルギー科
1454 せたがや上町脳神経クリニック 高見　昌明 東京都世田谷区世田谷２－４－２ SACRA TERRACE4階 03-5477-2020 03-5477-2019 脳神経外科 神経内科
1455 三軒茶屋ﾍﾟﾙｿﾅﾚﾃﾞｨｰｽｸﾘﾆｯｸ 福地　剛 東京都世田谷区太子堂４－２６－１２ くらしの友三軒茶屋ビル５Ｆ 03-5779-4888 03-5779-4889 産婦人科
1456 尾山台ゆあさ内科クリニック 湯浅　幸子 東京都世田谷区等々力５－５－１２ 尾山台萬八ビル２Ｆ 03-3704-1024 03-3704-1026 内科
1457 大鶴歯科口腔外科クリニック 大鶴　洋 東京都目黒区中根１－３－９　 森戸ビル３０３号 03-5726-3325 03-5726-3326 歯科 歯科口腔外科
1458 こころとからだの訪問クリニック 新川　祐利 東京都世田谷区北沢２－１－１－１０３ 03-6407-0984 精神科 老年精神科 内科
1459 医療法人社団　紬　 踊場在宅診療所 坂根　祥裕 神奈川県横浜市泉区中田東１-６-１ プラザエテルノ３０１号 045-392-5973 045-392-5974 内科 緩和ケア内科 老年精神科
1460 奥沢やまなかクリニック 山中　雅之 東京都世田谷区奥沢２－１７－３ ベルハイム自由が丘１０２ 03-5534-8739 03-5534-8740 内科 呼吸器科 循環器科 アレルギー科 一般内科
1461 しのデンタルクリニック 山本　忍 東京都世田谷区成城８－１９－１０ 03-6411-2343 03-6411-2343 歯科 小児歯科 矯正歯科
1462 医療法人社団紬 ゆみのハートクリニック渋谷 鮫島　光博 東京都渋谷区桜丘町２５－１８　 ＮＴ渋谷ビル２階 03-3461-8838 03-3461-8936 内科 循環器内科 リハビリテーション科
1463 ごうデンタルクリニック 尾上　剛 東京都目黒区平町１－２７－２ 新井ビル２Ｆ 03-6459-5975 03-6459-5975 歯科 歯科口腔外科
1464 医療法人社団有洸会 三番町クリニック 西野　輝泰 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 03-5215-5756 内科 外科 整形外科 形成外科 泌尿器科
1465 医療法人社団ＳＥＣ 新宿駅前クリニック皮膚科内科泌尿器科 蓮池　林太郎 東京都新宿区西新宿１－１２－１１ 山銀ビル５Ｆ 03-6304-5253 03-6304-5257 皮膚科 内科 泌尿器科
1466 田園調布耳鼻咽喉科医院 水上　真美子 東京都大田区田園調布２－２２－３ 03-3722-8733 03-3722-8734 耳鼻咽喉科 小児耳鼻咽喉科 アレルギー科
1467 桜新町渡辺デンタルオフィス 渡辺　侑馬 東京都世田谷区桜新町２－１８－１６ 03-3706-1182 03-3706-1183 一般歯科 口腔外科 小児歯科 矯正歯科
1468 西馬込あくつ耳鼻咽喉科 阿久津　征利 東京都大田区南馬込5-40-1 西馬込メディカルビレッジ3階 03-6417-1855 03-6417-1855 耳鼻咽喉科 アレルギー科
1469 医療法人社団ARCWELL 駒澤ライフクリニック 山岡　桂太 東京都世田谷区駒沢２－１２－３　 大幸ビル３階 03-6805-2200 03-6805-2224 内科　 整形外科 皮膚科 精神科 小児科
1470 神田すこやかクリニック 橋本　亮 東京都千代田区神田須田町１－３０－１ ﾊﾟｰｸﾎｰﾑｽﾞ千代田淡路町104 03-6206-0153 03-6206-0154 内科
1471 ニューハートワタナベ国際病院 大竹　裕志 東京都杉並区浜田山３－１９－１１ 03-3311-1119 03-3311-3119 内科 循環器内科 心臓血管外科 内分泌 外科 呼吸器外科
1472 医療法人社団健稜会 コスギコモンズクリニック 髙木　誠 神奈川県川崎市中原区小杉町２－２２８－１－１階Ｗ３ 044-722-5550 044-722-5551 内科 呼吸器科 脳神経外科
1473 たまプラーザ整形外科リウマチ科 長谷部　啓司 神奈川県横浜市青葉区新石川２－３－３ １階Ａ号室 045-532-6608 045-532-6609 整形外科 リウマチ科 リハビリテーション科
1474 三軒茶屋駅前おなかクリニック 三谷　年史 東京都世田谷区三軒茶屋１－３７－２ 三茶ビル４階 03-3421-7149 03-3421-7139 内科 消化器内科 内視鏡内科
1475 せたがや泌尿器腎クリニック 中村　圭輔 東京都世田谷区桜新町１－４０－８ 桜新町クリニックモール２Ｆ 03-3425-1124 03-3425-1122 内科 泌尿器科
1476 湘南内科皮フ科クリニック町田院 石黒　由高 東京都町田市原町田６－３－２０　 ＴＫ町田ビル５Ｆ 050-5576-1321 042-710-9400 内科 皮膚科 泌尿器科
1477 自由が丘脳神経頭痛めまいｸﾘﾆｯｸ 岩間　淳一 東京都目黒区緑が丘２－２４－１５ コリーヌ自由が丘ＥＳＴ２Ｆ 03-3723-8008 03-3723-8001 脳神経外科 内科
1478 巣鴨千石皮ふ科 小西　真絢 東京都豊島区巣鴨１-２０-１０ 宝生第１ビル５F 03-3941-1241 03-3941-1241 皮膚科 小児皮膚科 アレルギー科 美容皮膚科
1479 藤山内科クリニック 藤山　順豊 神奈川県横浜市港北区富士塚１－７－１９ 高和Ⅱ 045-439-0355 045-439-0366 内科
1480 横浜弘明寺呼吸器内科・内科ｸﾘﾆｯｸ 三島　渉 神奈川県横浜市南区六ッ川１－８１ ＦＨＣビル２Ｆ 045-306-8026 045-306-8027 内科 呼吸器内科 小児科
1481 ＳＡＮＣＨＡこころのクリニック 西脇　一朗 東京都世田谷区三軒茶屋２－１１－２３ サンタワーズＢ棟５階 03-5431-0258 03-5431-0270 精神科
1482 三軒茶屋ＡＲＴﾚﾃﾞｨｰｽｸﾘﾆｯｸ 坂口　健一郎 東京都世田谷区三軒茶屋１－３７－２ 三茶ビル５Ｆ 03-6450-7588 03-6450-7587 産婦人科（生殖医療）
1483 とも内科クリニック 加藤　朋子 東京都世田谷区桜新町２－１０－４ ミケアビル２Ｆ 03-5451-7700 03-5451-7701 内科 糖尿病内科
1484 医療法人インテグレス 大宮エヴァグリーンクリニック 伊勢呂　哲也 埼玉県さいたま市大宮区下町２－１６－１ アクロス３Ｆ 048-647-3203 048-647-3239 内科 消化器科 胃腸科 泌尿器科 肛門科 外科 人間ドック
1485 医療法人義恵会 自由が丘ファミリー皮ふ科 小島　知子 東京都世田谷区奥沢５－２３－１８ メディス自由が丘４階 03-6421-3412 03-6421-3413 皮膚科 小児皮膚科
1486 医療法人義恵会 溝の口駅前皮膚科 玉城　有紀 神奈川県川崎市高津区溝口２－９-１２ マルヒロビル２Ｆ 044-712-5030 044-712-5031 皮膚科 小児皮膚科
1487 医療法人社団新拓会 新宿ホームクリニック 名倉　義人 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 03-6273-2109 内科 整形外科
1488 マリア皮フ科クリニック 平松　正浩 東京都世田谷区桜３－２－１７　 DS桜ビル４－Ｄ 03-5477-1212 03-5477-1213 皮膚科
1489 閉院 さくらライフ中野クリニック 中田　賢一郎 東京都中野区4-10-2 中野セントラルパークサウス棟２階 03-5942-7820 03-5942-7821 内科 精神科
1490 杉山産婦人科　新宿 杉山　力一 東京都新宿区西新宿１－１９－６ 03-5381-3000 03-5381-4123 高度生殖医療科
1491 杉山産婦人科　丸の内 杉山　力一 東京都千代田区丸の内１－６－２　 新丸の内センタービル５Ｆ 03-5222-1500 03-5222-1511 生殖医療科
1492 せたがや内科・消化器クリニック 富沢　賢治 東京都世田谷区桜新町１－４０－８ 03-3428-1107 03-3428-1106 内科 消化器内科 内視鏡内科 消化器外科
1493 たま耳鼻咽喉科 及川　貴生 神奈川県川崎市多摩区登戸１８４２ Ｍ’ｓｃｏｒｅ１Ｆ 044-930-3387 044-930-3389 耳鼻咽喉科 小児耳鼻咽喉科 アレルギー科
1494 声とめまいのクリニック 二子玉川耳鼻咽喉科 許斐　氏元 東京都世田谷区玉川２－１１－１５ 03-6411-7435 03-6411-7436 耳鼻咽喉科
1495 さくらが丘小児科クリニック 込山　貴子 東京都世田谷区桜丘３－１０－２２　 メディカルヴィレッジ桜丘２F 03-3439-3077 03ｰ3439ｰ3088 小児科
1496 医療法人社団貞栄会 三田在宅診療クリニック 内田　貞輔 東京都港区三田１－２－１８ ＴＴＤ　ＰＬＡＺＡ　７階Ａ１号室 03-6722-6780 03-6722-6781 内科 アレルギー科 リウマチ科
1497 医療法人社団悠翔会 悠翔会在宅クリニック渋谷 山田　純也 東京都渋谷区富ヶ谷１－４３－２ ＥＤＩＨ富ヶ谷ビル２Ｆ 03-6407-9991 03-6407-9992 内科 精神科 皮膚科
1498 医療法人社団信明会 オリーブ訪問クリニック駒場 南雲　太陽 東京都目黒区駒場１－２８－１ 田村ビル４０２ 03-6407-8256 03-6407-8258 内科 神経内科
1499 あづみ眼科クリニック 安積　祐実 東京都世田谷区世田谷３－１－２５ フローリッシュ世田谷１Ｆ 03-3427-5152 03-3427-5152 眼科
1500 自由が丘ウロケアクリニック 佐藤　亜耶 東京都目黒区自由が丘１－２４－６ ＧＲＯＶＥ１Ｆ 03-3723-2000 03-3723-2010 泌尿器科
1501 ベスリクリニック 田中　遥 東京都千代田区神田鍛冶町３－２ サンミビル８Ｆ 03-5295-7555 03-5295-7556 心療内科
1502 東京ＴＭＳクリニック 田中　奏多 東京都渋谷区恵比寿西１－１－２ しんみつビル5Ｆ 03-5422-3538 03-5422-3538 心療内科
1503 椿クリニック 野中　勇志 神奈川県川崎市高津区下作延２－４－６ 溝口鈴木歯科ビル２Ｆ 044-948-7692 044-948-7693 内科 消化器内科 外科 緩和ケア内科
1504 医療法人社団吹明会 あおぞら成城駅前クリニック 曽田　学 東京都世田谷区成城６－８－６ サラブライト成城ビル２Ｆ 03-6411-5123 03-6411-9111 内科 呼吸器内科
1505 やさしい美容皮膚科皮フ科秋葉原院 宇井　千穂 東京都千代田区神田佐久間２－１８－５ アークビル５Ｆ 03-5825-5899 03-5825-5898 皮膚科
1506 竹内内科小児科医院 五藤　良将 東京都大田区田園調布本町４０－１２ コンド田園調布２０１ 03-3721-5222 03-3721-5279 内科 小児科 皮膚科 糖尿病内科 アレルギー科
1507 赤羽もり内科　腎臓内科 森　維久郎 東京都北区赤羽２－４－５ 03-5249-3210 03-3450-4359 内科 腎臓内科 糖尿病内科
1508 自由が丘内科クリニック 松原　健朗 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 03-3723-7887 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
1509 おうちの診療所目黒 伴　正海 東京都目黒区中根１－６－１ ４階 03-5726-3383 03-5726-3384 内科 外科 麻酔 精神科 皮膚科
1510 こころの診療所三軒茶屋 北條　彩 東京都世田谷区三軒茶屋１－３８－８ ステーションプラザビル３０１ 03-6805-5510 03-6805-5531 精神科 心療内科
1511 三田国際ビルクリニック 菱川　慶一 東京都港区三田１－４－２８ 三田国際ビル３階 03-3454-8614 03-3454-8239 総合内科 循環器科 消化器科 ｌ呼吸器科 腎臓内科 糖尿病内科 アレルギー科
1512 医療法人社団エムズ クリニックフォア四谷 中村　玲織 東京都新宿区四谷１－６－１ ＣＯ・ＭＯ・ＲＥ　Ｍａｌｌ　２Ｆ 03-4579-9041 03-6709-8131 皮膚科 アレルギー科 美容皮膚科
1513 医療法人社団双愛会 ファミリークリニック多摩川 小沼　修太 東京都大田区田園調布２－１－８ ＮＫビル２階2Ｆ号室 03-6424-4454 03-4243-2384 内科 外科 緩和ケア内科 リハビリテーション科 精神科 皮膚科 整形外科 循環器内科 糖尿病内科
1514 医療法人社団双愛会 ファミリークリニック蒲田 伊谷野　克佳 東京都大田区南蒲田２－４－１９ ＡＮＴビル４Ｆ 03-5480-1810 03-5480-1823 内科 外科 緩和ケア内科 リハビリテーション科 精神科 皮膚科 整形外科 循環器内科 糖尿病内科
1515 医療法人社団双愛会 ファミリークリニック品川 三原　良孝　 東京都品川区大井１－５５－６ 牧ビル２０１号 03-6424-4439 03-6735-4390 内科 外科 緩和ケア内科 リハビリテーション科 精神科 皮膚科 整形外科 循環器内科 糖尿病内科
1516 クリニックフォア大手町 金子　和真 東京都千代田区大手町１－２－１ otemachi one B１Ｆ 03-6206-3324 03-6206-3325 内科 アレルギー科
1517 医療法人社団こころみ 元住吉こころみクリニック 大澤　亮太 神奈川県川崎市中原区木月１－２８－５ メディカルプラザD元住吉３階 044-789-8881 044-789-8882 内科 心療内科 精神科 呼吸器内科 循環器内科 血液内科 アレルギー科
1518 医療法人社団　宏学会 コイズミデンタルオフィス 小泉　智宏 東京都世田谷区上馬１－３２－１２　 大樹生命三軒茶屋ビル１階 03-5433-4618 03-5433-4619 歯科一般 矯正歯科 小児歯科 口腔外科
1519 医療法人社団鳳翔会 すぎおかクリニック 杉岡　充爾 千葉県船橋市夏見台３－９－２５ 047-406-7272 047-406-7273 内科 循環器科 心臓内科 糖尿病内科
1520 有明みんなクリニック 田町芝浦院 蛯名　彩 東京都港区芝浦３－２－２８ ＨＴアジール芝浦 03-6722-6300 03-6722-6311 小児科 内科 耳鼻咽喉科 アレルギー科 小児皮膚科
1521 有明みんなクリニック 有明ガーデン院 小暮　裕之 東京都江東区有明２－１－７ 03-6457-1420 03-6457-1419 小児科 内科 耳鼻咽喉科 アレルギー科
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1522 有明こどもクリニック 豊洲院 村上　典子 東京都江東区豊洲５－５－２５ 昭和大学寮１階 03-6204-2733 03-6204-2733 小児科　 内科 アレルギー科 小児皮膚科
1523 有明こどもクリニック 勝ちどき院 中本　祐樹 東京都中央区勝どき３－５－５ ＡＩＰ勝どき駅前ビル３階 03-3533-7281 03-3533-7282 小児科 アレルギー科 小児皮膚科
1524 有明ひふかクリニック 有明ガーデン院 市川　明子 東京都江東区有明２－１－７ 03-5579-6588 03-5579-6588 皮膚科 美容皮膚科 小児皮膚科 形成外科
1525 Green Forest　代官山クリニック 関谷　宏祐 東京都渋谷区恵比寿西１－２４－１１ コートドール代官山２０１ 03-5489-3899 03-5489-3898 内科 外科 皮膚科 アレルギー科 救急科
1526 国立成育医療研究センター 金子　佳代子 東京都世田谷区大蔵２－１０－１ 03-3416-0181 03-3416-2222 母性内科
1527 三宅宮コパレディースクリニック 小林　祐介 東京都世田谷区上野毛３－２３－２２ 03-3702-5800 03-5702-5833 産婦人科 婦人科
1528 医療法人財団青葉会 東都三軒茶屋クリニック 久保田　孝雄 東京都世田谷区太子堂２－１３－２ 03-6805-3750 03-6805-3790 透析内科 内科 腎臓内科 糖尿病内科 代謝内科 リウマチ科
1529 医療法人　準和会 東京マザーズクリニック 林　聡 東京都世田谷区上用賀４－５－１ 03-3426-1131 03-3426-1170 産婦人科
1530 桜新町レディースクリニック 市原　三義 東京都世田谷区桜新町１－４０－８ 桜新町クリニックモール５階 03-3439-1155 03-3439-1156 産婦人科 婦人科
1531 自由が丘わたなべ泌尿器科クリニック 渡邊　晃秀 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 03-3718-1050 泌尿器科 内科
1532 二子玉川ファミリー皮ふ科 齊藤　優子 東京都世田谷区玉川３－１０－５ 第２明友ビル３階 03-5797-9742 03-5797-9743 皮膚科 小児皮膚科
1533 カトウ歯科クリニック 加藤　孝信 東京都世田谷区太子堂４－２３－１３ 王寿ビル３階 03-3419-7788 03-3719-7754 歯科
1534 峯レディースクリニック 峯　克也 東京都目黒区自由が丘２－１０－４ ミルシェ自由が丘4F 03-5731-8161 03-5731-8162 産婦人科
1535 寺戸歯科クリニック 寺戸　芳輝 東京都世田谷区駒沢４－１９－１３－２０３ 03-5486-8211 03-5486-8226 歯科
1536 野村歯科医院 野村　貴生 東京都世田谷区三軒茶屋１－３６－１４ 03-3421-0800 03-3418-0800 歯科
1537 池尻シティ歯科クリニック 大村　和久 東京都世田谷区池尻３－２７－２４ オオゼキ池尻店 03-6805-3889 03-6805-3899 歯科
1538 医療法人社団　優樹会 松村歯科クリニック 松村　東栄 東京都目黒区大橋２－２４－３ 中村ビル半地下１Ｆ　 03-5486-3322 03-5486-8877 一般歯科 口腔外科 小児歯科 矯正歯科
1539 益山歯科クリニック 益山　純太 東京都目黒区柿の木坂１－３０－１６ 松寿ハイツ２Ｆ 03-3725-5588 03-3725-5588 歯科
1540 まるやま歯科クリニック 丸山　妙子 東京都目黒区五本木２－５４－１４ グレース五本木１Ｆ 03-6451-0948 03-6451-0949 歯科 小児歯科
1541 医療法人社団友誠会 有馬歯科医院 有馬　誠亮 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 03-3792-1802 歯科 歯科口腔外科 小児歯科 矯正歯科
1542 芳賀歯科クリニック 芳賀　景嗣 東京都目黒区碑文谷４－１５－６ 03-5721-8148 03-5721-8148 歯科
1543 川上歯科医院 川上　智佐緒 東京都目黒区五本木３－２４－７ 03-3711-1832 03-3719-5927 歯科 小児歯科
1544 小山歯科 小山　徹 東京都目黒区上目黒２－２５－１０ エルレーブ中目黒１０２ 03-5724-3500 03-5724-3500 歯科
1545 アクアデンタルクリニック 仁藤　博之 東京都目黒区祐天寺２－１４－１ フィオーレ祐天寺３Ｆ 03-3713-4443 03-3713-4443 一般歯科 矯正歯科
1546 医療法人社団項士会 石持デンタルオフィス 石持　東吾 東京都目黒区自由が丘２－４－３ 03-5701-6480 03-5701-6480 歯科 小児歯科 矯正歯科
1547 吉祥寺まいにちクリニック 柳澤　薫 東京都武蔵野市吉祥寺本町１－９－１０ レインボービル２階 0422-29-3092 0422-29-3093 内科 皮膚科 泌尿器科 アレルギー科
1548 飯島歯科医院 飯島　均 東京都目黒区目黒本町３－５－２ 03-3712-1341 03-3712-1449 歯科
1549 ＭＥＤ　ＡＧＲＥＥ　ＣＬＩＮＩＣ　せたがや 菊野　隆明 東京都世田谷区瀬田５－３－７ 03-5797-9336 050-3457-9735 内科 外科 精神科
1550 中村外科医院 中村　倫彬 東京都目黒区上目黒２－１０－２ 03-3713-8555 03-3713-8555 外科 整形外科 循環器科 胃腸科 皮膚科 肛門科 泌尿器科
1551 医療法人社団健静会 アクアメディカルクリニック 寺田　武史 東京都江東区亀戸３－１４－４ 03-3637-1851 03-3637-2117 内科 消化器内科 外科 肛門科
1552 今井医院 今井　博彦 東京都目黒区鷹番３－１５－４ 03-3712-3481 03-3712-3495 内科 小児科 胃腸科 循環器科 神経内科 呼吸器科
1553 医療法人社団杏静会 寺田医院 寺田　正 東京都世田谷区羽根木２－１７－１１ 03-3322-2685 03-3322-5924 内科 消化器科 小児科 皮膚科
1554 医療法人社団 高倉内科クリニック 高倉　英典 東京都世田谷区喜多見９－１－７ 03-5497-5667 03-5761-8633 内科 胃腸内科 循環器内科
1555 ヨシダ消化器内科クリニック 吉田　泉 東京都世田谷区南烏山６－６－２ 03-5314-5552 03-5314-5532 消化器内科 外科
1556 成城せとぐちクリニック 瀬戸口　志保 東京都世田谷区成城５－１３－２３ 03-5490-8700 03-5490-8701 泌尿器科 女性泌尿器科 内科
1557 桜新町駅前　神川クリニック 神川　知之 東京都世田谷区新町２－３８－１４ ２Ｆ 03-5477-5501 03-5477-5501 皮膚科 形成外科 眼科
1558 目黒溝口クリニック 溝口　研一 東京都目黒区目黒１－２４－１８ 福山ビル４階 03-6417-9045 03-6417-9044 泌尿器科 皮ふ科 内科
1559 医療法人社団成祐会 伊藤医院 伊藤　祐成 東京都世田谷区三軒茶屋1-39-5-201 03-3422-0663 03-6450-7077 皮膚科 泌尿器科 性病科 肛門科
1560 医療法人社団上川会 上川クリニック 上川　秀士 東京都世田谷区砧６－２５－１３ メディカルコミュニティ砧３Ｆ 03-5727-0808 03-5727-0809 脳神経外科 小児科
1561 斉藤ひにょう器科クリニック 斎藤　賢一 東京都世田谷区砧３－４－１ 大蔵ビル４F 03-3416-9666 03-3416-9665 泌尿器科 性感染症 内科
1562 医療法人社団順永会 目黒さこだ整形外科 迫田　順太 東京都目黒区目黒３－１０－１３ 大鳥エステートビル３階 03-3760-3131 03-3760-3133 整形外科
1563 目黒本町ウィメンズクリニック 田中　智子 東京都目黒区目黒本町２－４－１９ １Ｆ 03-3792-7877 03-3792-7887 産婦人科
1564 星野整形外科 星野　達 東京都世田谷区祖師谷３－３２－５ ３Ｆ 03-5429-3511 03-5429-3510 整形外科
1565 自由が丘整形外科リウマチ科 金尾　豊 東京都目黒区自由が丘１－１０－４ マイリッチビル３階 03-5726-8276 03-5726-8277 整形外科 リウマチ科
1566 駒沢・風の診療所 齊藤　榮造 東京都世田谷区上馬４－４－１０ 03-5712-0012 03-5712-0013 内科 消化器内科
1567 公益財団法人 佐々木研究所附属　杏雲堂病院 相馬　正義 東京都千代田区神田駿河台１－８ 03-3292-2051 03-3292-3376 泌尿器科
1568 医療法人社団サザナミ きむらてつや整形外科内科 木村　哲也 東京都目黒区自由が丘２－１４－１８　1Ｆ 03-6421-3858 036421-3859 整形外科　 内科
1569 みやき整形外科・脊椎クリニック 味八木　二郎 東京都世田谷区梅丘１－２６－５ 第一小山ビル２階 03-5477-1154 03-5477-1155 整形外科 ペインクリニック外科
1570 清水整形外科医院 清水　泰雄 東京都世田谷区奥沢５－１４－１１ ＣＯＭビル１０２ 03-5701-2801 03-5701-2803 整形外科
1571 Ｔ’ｓ　ｃｌｉｎｉｃ 立松　秀樹 東京都目黒区五本木１－１１－２ 03-3760-0055 03-3760-0056 消化器内科 内視鏡内科 内科 外科 肛門外科
1572 二子玉川齋藤メディカルクリニック 齋藤　賢一 東京都世田谷区玉川２－５－８ 03-5491-5880 03-5491-5883 内科 循環器内科 アレルギー科 呼吸器内科 糖尿病内科
1573 医療法人天裕会 のぞみクリニック学芸大 前田　修司 東京都目黒区鷹番３－１－５ グリーンアース２Ｆ 03-3760-3717 03-3760-3718 内科 漢方内科 小児科 皮膚科
1574 三軒茶屋整形外科スポーツクリニック 反町　武史 東京都世田谷区三軒茶屋１－３７－２ SANCHA４Ｆ４０１ 03-3487-8341 03-3487-8342 整形外科 リハビリテーション科
1575 三宿通り整形外科クリニック 有田　正典 東京都世田谷区池尻１－７－５　 三井ビル１階 03-3487-2727 03-3487-2728 整形ｔ外科 リハビリテーション科
1576 自由が丘内科循環器科クリニック 小内　靖之 東京都目黒区自由が丘１－７－１６ アンジュー自由が丘３階 03-3718-7788 03-3718-7787 内科 循環器内科 糖尿病内科
1577 鶴町クリニック 鶴町　哲也 東京都世田谷区経堂１－１４－１３－１Ｆ 03-3425-5220 03-5799-6777 内科 消化器科
1578 医療法人社団幸翔会 鳥居医院 鳥居　幸夫 東京都世田谷区赤堤３－２－１６ 03-5300-7733 03-5300-7755 内科
1579 箕山クリニック 箕山　理 東京都世田谷区玉川３－２１－１　２Ｆ 03-5717-9927 03-5717-992 整形外科 リハビリテーション
1580 医療法人社団秀巧会 上高井戸わかば訪問クリニック 畔越　陽子 東京都杉並区上高井戸１－３０－４８ 細淵マンション３０６ 03-6379-8294 03-6379-7470 内科
1581 さくらライフ錦糸クリニック 松枝　啓 東京都墨田区太平３－４－７ リヴェラ若草２Ｆ 03-3625-5547 03-5819-2258 内科 精神科 心療内科
1582 ひもんや外科内科クリニック 脇山　博之 東京都目黒区碑文谷４－１８－１１ 03-3715-5932 03-3716-6237 内科 外科
1583 三軒茶屋マーレ歯科 多田　海人 東京都世田谷区太子堂４－２７－１０ 古賀屋ビル１Ｆ 03-5787-6623 03-5787-6623 歯科口腔外科
1584 アレックス脊椎クリニック 吉原　潔 東京都世田谷区等々力４－１３－１ 03-5758-1321 03-5758-1320 整形外科 リハビリテーション科
1585 下高井戸駅前クリニック　みみはなのどプラス 渡邉　麗子 東京都杉並区下高井戸１－２－１ 03-6379-2071 03-6379-2072 耳鼻咽喉科 小児耳鼻咽喉科 アレルギー科 神経内科 心療内科
1586 医療法人社団伸健会 鈴木内科循環器科 鈴木　伸 東京都世田谷区三軒茶屋１－３９－５ 202 03-3412-0072 03-3795-4219 内科 循環器科 精神科
1587 医療法人社団桜翔会 吉祥寺歯科口腔外科・矯正歯科 大橋　勝 東京都武蔵野市吉祥寺本町２－４－１８ ミドリインタービル２階 0422-23-8211 0422-23-6480 歯科 口腔外科 矯正歯科
1588 目黒の大鳥神社前クリニック 北村　直人 東京都目黒区下目黒２－２１－２３－４Ｆ 03-3779-7736 03-3779-7781 内科 消化器内科
1589 医療法人社団敬知慶友会　 調布くびと腰の整形外科クリニック 加藤　雅敬 東京都調布市布田２－３３－６ 042-499-4118 整形外科
1590 村林クリニック 村林　泰三 東京都目黒区目黒３－１－７－２０２ 日生目黒マンション 03-3715-0138 03-3715-0313 内科 消化器科 呼吸器科 循環器科 在宅
1591 医療法人紫生会 経堂ファミリアクリニック 岸野　明洋 東京都世田谷区経堂２－６－３ メゾンドガレ１Ｆ 03-6432-6386 03-6432-6392 耳鼻咽喉科 内科 美容皮膚科 皮膚科 小児科 形成外科
1592 医療法人社団泰成会 ひかる眼科 今野　泰宏 埼玉県蕨市中央１－１７－３５ クリエイトビル３Ｆ 048-446-0011 048-446-3688 眼科
1593 医療法人社団泰成会 こんの眼科 今野　泰宏 埼玉県さいたま市浦和区常磐１０－７－１１ 048-830-0533 048-830-0534 眼科
1594 目黒駒沢リハビリ整形外科クリニック 藤田　典往 東京都目黒区東が丘１－１－１２ 03-5787-5203 03-5787-5652 リハビリテーション整形外科
1595 ちとせ船橋駅前内科 名倉　文香 東京都世田谷区桜丘２－２８－１６ ２Ｆ 03-5477-1024 03-5477-1025 内科 糖尿病内科 内分泌内科
1596 弘中クリニック 弘中　学 東京都世田谷区等々力３－５－２ ヒューリック等々力ビル2階 03-6914-2600 03-6914-2601 内科
1597 医療法人社団幡野会 幡野内科クリニック 幡野　浩一 東京都世田谷区瀬田２－１３－１４ 03-3700-6889 03-3700-6949 内科 循環器内科 小児科
1598 祐天寺耳鼻咽喉科クリニック 藤井　良一 東京都目黒区祐天寺２－１４－１ フィオーレ祐天寺２０２ 03-3713-0918 03-6451-0256 耳鼻咽喉科
1599 医療法人社団喜望会 ようが脳神経外科 辻田　喜比古 東京都世田谷区用賀４－１１－１０ サンエイ用賀ビル 03-6447-9300 03-6447-9377 脳神経内科 脳神経外科
1600 そしがや駅前耳鼻咽喉科クリニック 若山　望 東京都世田谷区砧６－３３－５　1Ｆ 03-3749-8787 03-3749-8788 耳鼻咽喉科
1601 あんどうクリニック 安藤　裕康 東京都世田谷区成城６－１０－５ 03-5429-2581 03-5429-2585 内科 循環器内科
1602 第二服部医院 宮内　隆政 東京都江東区東陽３－５－５ 03-6666-4756 03-6666-4761 内科 小児科 腎臓内科 糖尿病内科
1603 なかがわ内科クリニック 中川　靖章 東京都杉並区井草１－２－５ ワイズスクエア１０１ 03-5311-5577 03-5311-5578 内科 血液内科 腫瘍内科 アレルギー科 循環器科
1604 つるまき皮膚科 西尾　晴子 東京都世田谷区弦巻４－２１－１－１Ｆ 大和田ビル 03-5426-4112 03-5426-4113 皮膚科
1605 成城水野クリニック 水野　健彦 東京都世田谷区成城５－１１－４ 03-5490-8130 03-5490-8131 内科 循環器科 消化器科
1606 医療法人社団新青会 新橋青木クリニック 青木　りう子 東京都港区新橋３－２３－４ 03-3432-0381 03-3481-7886 一般内科 腎臓内科 糖尿病内科 人工透析
1607 たかはし内科クリニック自由が丘 高橋　賢至 東京都世田谷区奥沢６－２０－２３ フォーラム自由が丘３Ｆ　Ａ 03-6809-7927 03-6809-7928 一般内科 循環器内科 リウマチ内科
1608 代沢内科クリニック 山田　嘉仁 東京都世田谷区代沢４－５－１９ 03-3413-1159 03-3413-1160 内科
1609 桜新町皮膚科クリニック 藤田　有理香 東京都世田谷区桜新町２－１０－４ 03-5799-7933 03-5799-7935 皮膚科
1610 用賀眼科 羽飼　眞 東京都世田谷区用賀４－４－５　 03-3700-9933 03-3700-6446 眼科
1611 祐天寺リウマチ・内科クリニック 田中　菜穂子 東京都目黒区祐天寺２－１７－１１－２階 03-3711-5500 03-3711-5502 リウマチ科 内科 糖尿病内科
1612 上用賀歯科 村元　聡史 東京都世田谷区上用賀１－７－５ 細井ビル１階 03-5797-9145 03-5797-9147 歯科 口腔外科 小児歯科 矯正歯科
1613 学芸大耳鼻咽喉科 森　智昭 東京都目黒区鷹番２－１７－１１ Ａ－１ 03-3710-3387 03-3710-3387 耳鼻咽喉科
1614 小泉整形外科医院 小泉　隆司 東京都世田谷区宇奈根３－１３－２１ 03-3417-4781 03-3417-4781 整形外科
1615 桜新町せきぐち眼科 関口　和行 東京都世田谷区桜新町２－９－６ ２階 03-3420-3322 03-3420-2121 眼科
1616 医療法人社団誠雪会 等々力眼科 禰津　直久 東京都世田谷区等々力３－１０－１２ 03-3701-2025 03-3701-2687 眼科
1617 おくの耳鼻咽喉科 奥野　敬一郎 東京都世田谷区等々力３－５－２－２Ｆ 03-5758-3311 03-5758-3321 耳鼻咽喉科
1618 松原医院 小柳　敏彦 東京都目黒区自由が丘３－１０－８ 03-5701-6777 03-5701-6776 内科 循環器内科 呼吸器内科 消化器内科 アレルギー科 神経内科 小児科 内分泌内科
1619 医療法人アレックス 都立大整形外科クリニック 山田　祐子 東京都目黒区平町１－２６－３ スミール都立大２０２ 03-6404-8550 03-6404-8550 整形外科
1620 和みファミリークリニック 宮﨑　英史 東京都世田谷区赤堤２－４４－１０ 03-4291-9671 03-4291-9671 内科 消化器内科 小児科
1621 自由通り皮ふ科 松岡　麻紀子 東京都目黒区八雲２－１１－１６ 03-3717-1212 03-3717-1224 皮膚科
1622 クリニックＴＥＮ渋谷 塩谷　隆太 東京都渋谷区渋谷２－２０－１２ 日永ビル2Ｆ 03-4400-5355 03-4500-1594 内科 泌尿器科 皮膚科
1623 みやびスキンクリニック 川北　梨乃 東京都渋谷区恵比寿南３－２－１１ １階 03-6303-1712 03-6303-1712 皮膚科
1624 目黒おおとり眼科 久保　麻美 東京都目黒区目黒３－１０－１３ ２階 03-3713-8111 03-3713-8112 眼科
1625 ヒロコデンタルケア 登倉　博子 東京都世田谷区玉川４－１２－１６ チロル玉川１階 03-3708-3847 03-3708-3845 歯科 小児歯科 矯正歯科
1626 田川歯科医院 田川　雅康 東京都世田谷区奥沢５－４1－１３ 第２サンコーポラス 03-3722-3115 03-3722-3115 歯科
1627 NES駒沢クリニック 菅谷　真由佳 東京都世田谷区上馬４－５－６ ３階 03-6450-7730 03-6450-7743 小児科
1628 HKせたデンタルクリニック 河田　博之 東京都世田谷区瀬田４－１３－７ 03-3709-0388 03-3709-0388 歯科
1629 はっとりクリニック 服部　克哉 東京都目黒区東山１－２０－１８ 03-6451-2500 03-6451-2503 内科 消化器内科
1630 ウエマツ歯科医院 植松　厚夫 東京都世田谷区玉川３－１０－１０ フェリトリア玉川２階 03-5491-2536 03-5491-2538 歯科
1631 ゆずる葉歯科 濱　健太郎 東京都世田谷区用賀２－３６－８ 用賀サンハイツ１０３ 03-6411-7844 03-6411-7912 歯科
1632 二子玉川整形外科クリニック 八百　陽介 東京都世田谷区玉川３－６－１　 第6明友ビル2Ｆ　3Ｆ 03-6432-7205 03-6432-7206 医科 整形外科
1633 まごめ駅前眼科 福島　梨紗 東京都大田区北馬込２－３０－２ ＭＯＡ馬込2Ｆ 03-6303-7329 03-6303-7339 医科 眼科
1634 あさの耳鼻咽喉科 浅野　容子 東京都世田谷区世田谷１－２３－１２ パレ・ルミエール１Ｆ 03-5426-6784 03-5426-6883 耳鼻咽喉科
1635 ひでまる救急クリニック 市丸　秀章 東京都目黒区目黒１－４－１１ ＮＴビルディング１階２階 03-3493-9901 03-3493-9903 内科 外科 整形外科 小児科 救急科
1636 経堂リハビリ整形外科 尹　善弘 東京都世田谷区経堂２－１４－１０　 ２Ｆ 03-3706-2211 03-3706-2212 整形外科 リハビリテーション科
1637 三茶クリニック 安藤　健太郎 東京都世田谷区太子堂４－２４－１１ 03-5431-7372 03-5471-7375 内科 呼吸器科 アレルギー科
1638 医療法人社団 綱島西レディースクリニック 篠崎　玲二 神奈川県横浜市港北区綱島西１－６－１１ シュロス綱島２Ｆ 045-533-3770 045-533-3971 産婦人科
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1639 深沢不動なかむら脳神経外科内科 中村　芳樹 東京都世田谷区深沢４－３７－７ １Ｆ 03-3705-1371 03-3705-1377 脳神経外科
1640 まるクリニック 堂本　隆志 東京都世田谷区豪徳寺１－２５－５ 03-3426-1116 03-3420-1119 皮膚科 美容外科 形成外科
1641 いたるクリニック 梅澤　謙一 東京都杉並区阿佐谷南２－１４－８　 3Ｆ 03-6304-9917 03-6304-9916 内科
1642 むさしこやま駅前内科・糖尿病クリニック 鈴木　淳 東京都品川区小山３－１４－１ シティタワー武蔵小山２階 03-6426-6123 03-6426-6133 内科 糖尿病内科
1643 椿内科クリニック 椿原　基史 東京都世田谷区等々力３－９－１　ベルフラット等々力１Ｆ ベルフラット等々力1Ｆ 03-5760-6660 03-5760-6610 内科 呼吸器内科 アレルギー科
1644 ＳＯＬ整形外科世田谷スポーツクリニック 内田　繕博 東京都世田谷区中町４－１４－１１ 03-6432-1695 03-6432-1694 整形外科 リハビリテーション科
1645 伊藤小児科・アレルギー科 伊藤　幸生 東京都目黒区緑が丘３－８－８ 03-3729-1312 03-3729-9009 小児科
1646 医療法人社団ホームアレー ホームアレークリニック不動前 塚本　裕之 東京都品川区西五反田３－１５－８ Ｂｉｚ－Ｆｉｅｌｄ目黒９階 03-6420-0453 03-6420-0454 内科 リウマチ膠原病内血液内科


