
地域 医　療　機　関　名 住所 電話番号

駒一クリニック 駒込1-4-1 5977-8701

安井医院 駒込1-44-1 3941-5677

駒込北口クリニック 駒込2-3-6 3949-2177

高橋クリニック 駒込2-12-11 古川ﾋﾞﾙ2F 5907-7311 受付終了

金澤医院 駒込3-5-7 3910-4952 受付終了

みやけ医院 駒込4-2-17 6903-7211 受付終了

野田さくらハートクリニック 駒込4-15-19 3915-5500

幸和クリニック 駒込6-33-17 3917-8105

小林内科クリニック 巣鴨1-4-1 5977-8070

アイビー胃腸内視鏡内科クリニック 巣鴨1-18-10 三喜ﾋﾞﾙ　8F 5978-8300

巣鴨駅前 胃腸内科クリニック 巣鴨1-18-11 十一屋ﾋﾞﾙ4F 5940-3833 受付終了

巣鴨泌尿器内科クリニック 巣鴨1-30-2 ﾊｲﾂｻﾝｱﾍﾞﾆｭｰ2F 6912-0767

及川医院 巣鴨1-40-5 3945-9270 受付終了

巣鴨こし石クリニック 巣鴨3-30-3 3918-6566

司生堂クリニック 巣鴨3-33-3 3910-8181

江戸橋診療所 巣鴨4-4-8 3918-1768

巣鴨医院 巣鴨4-22-4 5567-1955

藤本医院 西巣鴨1-9-1 5974-1577 受付終了

山口病院 西巣鴨1-19-17 3915-5885 受付終了

仙石クリニック 西巣鴨1-21-4 3576-5858

大塚台クリニック 北大塚1-23-3 5974-6141

大塚北口診療所 北大塚2-6-12 青木ﾋﾞﾙ 3949-1141

大塚山田脳神経外科クリニック 北大塚2-10-5 北大塚ＢＭＡﾋﾞﾙ3Ｆ 5961-0533 受付終了

伊藤内科小児科医院 北大塚2-17-12 3918-4074 受付終了

モモ・メディカル・クリニック 南大塚1-51-1 3945-3344 受付終了

渡辺胃腸科医院 南大塚1-53-1 3943-6371

おおつか内科クリニック 南大塚2-10-1 南大塚二丁目ﾋﾞﾙ 6902-3200 受付終了

まの産婦人科 南大塚2-25-9 5940-0303 受付終了

大塚第一診療所 南大塚2-25-20 3941-0888

くにやクリニック 南大塚2-37-11 ﾊｲﾑｾｸｵｲｱ101 5319-0873

大塚・栄一クリニック 南大塚3-45-5 ｻﾝﾕｰｽﾋﾞﾙ１階 3987-8110

関内科小児科 上池袋1-10-5 3916-5200

せきや内科クリニック 上池袋1-37-22 ﾚｼﾞﾃﾞｨｱﾀﾜｰ上池袋1Ｆ 5980-7200

なかやクリニック 上池袋2-44-7 3917-1888 受付終了

たかのクリニック 上池袋3-34-12 3916-3818
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林クリニック 東池袋1-39-15 ｼｬﾄﾚｰ東池袋204室 3988-2773 受付終了

山下医院 東池袋2-11-8　1階 3971-4994

後藤クリニック 東池袋2-45-4 上村第一ﾋﾞﾙ1F 5928-0510 受付終了

水庭クリニック 東池袋2-55-4 3971-7057 受付終了

林胃腸科外科クリニック 東池袋3-1-1 ｻﾝｼｬｲﾝ60ﾋﾞﾙ7F 3988-5700

山口クリニック 東池袋3-1-1 ｻﾝｼｬｲﾝ60ﾋﾞﾙ7F 3988-0100

池袋病院 東池袋3-5-4 3987-2431

高橋診療所 東池袋5-27-8 3971-0585

西沢クリニック 東池袋5-49-6 白峰社ﾋﾞﾙ6F 5958-7738

耳鼻咽喉科北川医院 南池袋2-12-9 3971-5521 受付終了

伊藤医院 南池袋2-19-1 3971-6073

ｉクリニック 南池袋2-27-4 青柳池袋駅前ﾋﾞﾙ2F 6914-1906

あずま通りクリニック 南池袋3-18-34-101 3982-7203

藤田クリニック 西池袋1-2-2 ｳｴｽﾄﾜﾝﾋﾞﾙ3F 3981-7728

池袋大久保医院 西池袋1-43-5 3987-3785

平塚胃腸病院 西池袋3-2-16 3982-1161

末延医院 西池袋3-10-14 3986-4015

長汐病院 池袋1-5-8 3984-6161

天心堂医院 池袋1-7-14 3971-3387

池袋２丁目医院 池袋2-53-8 3981-9509

たじま医院 池袋2-61-5 3971-0388

関野病院 池袋3-28-3 3986-5501

阿部医院 池袋3-70-1 3971-5570 受付終了

土屋医院 池袋4-17-10 3971-1848

田村医院 池袋本町1-45-16 3971-4922

松浦クリニック 池袋本町3-22-23 5952-7166

平井医院 雑司が谷1-26-10 3971-8064

鬼子母神診療所 雑司が谷3-3-17 3984-6821

清水クリニック 雑司ヶ谷3-7-3 3980-8182

鶉山医院 雑司が谷3-8-10 ｾﾚﾅ雑司が谷101 3982-1331 受付終了

高田 高田馬場病院 高田3-8-9 3971-5114

目白整形外科内科 目白2-38-2 5960-7800 受付終了

めじろ内科クリニック 目白3-5-11　ＮＯＢﾋﾞﾙ3Ｆ 3953-5831

目白おかの内科 目白3-16-15 茜ﾋﾞﾙ1F 5988-3363 受付終了
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古明地医院 南長崎1-16-17 3951-6808

ファミリークリニックしいなまち 南長崎1-25-26ﾌｧｰﾏｼﾃｨⅡ　２Ａ 6908-2234

井口クリニック 南長崎2-5-12 5988-7595

平間医院 南長崎3-39-13 3951-3361 受付終了

きたほり内科クリニック 南長崎4-5-20 3565-7710

城田医院 南長崎5-5-2 3950-0776 受付終了

としま昭和病院 南長崎5-17-9 3953-5555

小川クリニック 南長崎6-7-11 3951-0356

柳沢医院 南長崎6-21-21 3951-5107

衞藤医院 長崎2-3-19 3957-2284 受付終了

しゅっとう医院 長崎4-7-12 相澤ﾋﾞﾙ1階 3958-7200

進士医院 長崎4-14-14 3959-0525

吾妻医院 長崎6-2-12 3957-5502

田渕医院 千早2-32-18 3972-5787

豊島整形外科・内科 千早4-34-7 5917-2833 受付終了

手塚クリニック 要町1-11-1 3957-3456

副都心病院 要町1-18-5 3957-2928

もみの木クリニック 要町2-4-8 大恵ﾋﾞﾙ2階 5966-5577 受付終了

守矢クリニック 要町2-7-14 5995-5551

わかしま内科・消化器科 要町3-14-5 5964-8100

もりかわ医院 要町3-21-11-3F 5966-1316 受付終了

千川胃腸内科外科クリニック 要町3-39-5-3F 5986-1021 受付終了

原内科クリニック 高松2-48-7 3955-2219

清水医院 高松2-56-7 3955-5308

千早

長崎

高松

南長崎

要町

3/3ページ


