
医療機関名 郵便番号 住所 県 市 電話番号 HPのURL

平野クリニック 〒204-0022 東京都清瀬市松山1-4-19 HRNビル1.2.3階 東京都 清瀬市 042-495-7320 http://kowakai-hcl.com

竹丘病院 〒204-0023 東京都清瀬市竹丘2-3-7 東京都 清瀬市 042-491-6111 http://takeoka.or.jp

緑成会病院 〒187-0035 東京都小平市小川西町2-35-1 東京都 小平市 042-341-3011 http://www.ryokuseikai.or.jp

すくすくkidsクリニック 〒188-0012 東京都西東京市南町5-9-17 東京都 西東京市 042-451-3027 http://sukusuku.kids.coocan.jp

ホームクリニックえにし 〒177-0041 東京都練馬区石神井町2-15-1　NMSビル２階 東京都 練馬区 03-6913-2080 http://clinic-enishi.com/

喜平橋耳鼻咽喉科 〒187-0044 東京都小平市喜平町1丁目7番26号 東京都 小平市 042-332-3387 https://ssl.kihei.jp/checkin.html

たけおクリニック 〒154-0004 東京都世田谷区太子堂4-22-7　森住ビル3F 東京都 世田谷区 03-5433-3255 http://www.takeo-clinic.com

信愛病院 〒204-0024 東京都清瀬市梅園2-5-9 東京都 清瀬市 042-491-3211 http://www.shin-ai.or.jp

酒田クリニック 〒204-0004 東京都清瀬市野塩5-280-2 東京都 清瀬市 042-496-7328

杉本医院 〒204-0021 東京都清瀬市元町2-7-1 東京都 清瀬市 042-492-1199 http://www.myclinic.ne.jp/sugi1199/pc/

大塚耳鼻咽喉科医院 〒204-0022 東京都清瀬市松山1-40-21　1F 東京都 清瀬市 042-492-0287 http://ootsukajibika.main.jp/

宇都宮レディースクリニック 〒204-0021 東京都清瀬市元町1-4-26　清瀬パークホームズ１F 東京都 清瀬市 042-491-0103 http://utsunomiya.or.jp/

花園医院 〒204-0022 東京都清瀬市松山3-5-14 東京都 清瀬市 042-491-0315 https://www.hanaikuped.jp

清瀬ささき眼科クリニック 〒204-0022 東京都清瀬市松山1-2-23-301 東京都 清瀬市 042-497-8522 http://www.kiyosesasakiganka.com

清瀬博済堂クリニック 〒204-0023 東京都清瀬市竹丘2-15-15 東京都 清瀬市 042-410-0001 http://www.hakusaido.jp/

清瀬南口眼科医院 東京都 清瀬市 0424-92-2711
きよせの森コミュニティクリニック
武谷眼科・風間内科 〒204-0021 東京都清瀬市元町2-2-20 東京都 清瀬市 042-491-4141 http://www.kiyosenomori.com/

東京病院 〒204-8585 東京都清瀬市竹丘3-1-1 東京都 清瀬市 042-491-2934 http://tokyo-hp.hosp.go.jp/index.html

山本病院 〒204-0004 東京都清瀬市野塩1-328 東京都 清瀬市 0424-91-0706 http://www.yamamoto-hp.jp

東大和ホームケアクリニック 〒207-0014 東京都東大和市南街2-49-3 東京都 東大和市 042-562-5738 http://www.yamatokai.or.jp/clinic/

野口医院 〒207-0033 東京都東大和市芋窪3-1629 東京都 東大和市 042-561-3010 http://www.noguchi-iin.com/

東大和循環器科内科 〒207-0031 東京都東大和市奈良橋5-772-7 東京都 東大和市 042-562-9999 http://www.hyamato-heart.com

さくらこどもクリニック 〒207-0023 東京都東大和市上北台3-393-1 東京都 東大和市 042-566-8177

たけもとクリニック 〒207-0004 東京都東大和市清水6-1257-3 東京都 東大和市 042-843-7157 http://www.takemoto-cl.com

けやき眼科クリニック 〒207-0004 東京都東大和市清水3-800-1 東京都 東大和市 042-566-5500 http://www.keyakiganka.com

高橋医院 〒207-0021 東京都東大和市立野2-3-17 東京都 東大和市 042-565-7001

メディカルボックス東大和 〒207-0013 東京都東大和市向原2-1-19 東京都 東大和市 042-516-9955 http://www.medi-box.com

アイエスクリニック 〒207-0031 東京都東大和市奈良橋6-885-14 東京都 東大和市 042-563-1881 http://www.isclinic.net

南街診療所 〒207-0014 東京都東大和市南街5-30-7　1階 東京都 東大和市 042-561-3321 http://nangai-clinic.jp

大河原森本医院 〒198-0082 東京都青梅市仲町251 東京都 青梅市 0428-22-2047 http://www.myclinic.ne.jp/morimoto/

さかき皮フ科・外科クリニック 〒189-0013 東京都東村山市栄町1-4-26　久米川メディカル清光ビル５F 東京都 東村山市 042-398-7677 http://www.sakaki-cl.com

岩田皮膚科クリニック 〒204-0022 東京都清瀬市松山1-27-4　M＆Sビル 東京都 清瀬市 042-492-7735 http://www.iwata-hifuka.or.jp/

レディースクリニック マリアヴィラ 〒207-0023 東京都東大和市上北台1-2-14　上北台メディカルビル4F 東京都 東大和市 042-566-8827 http://www.maria-villa.jp/

阿部産婦人科 〒207-0015 東京都東大和市中央2-1043-14 東京都 東大和市 042-566-1487

アイシークリニック池袋院 〒171-0022 東京都豊島区南池袋2-15-3 前田ビル9階 東京都 豊島区 03-5924-6250 https://ic-clinic.com

アイシークリニック上野院 〒110-0015 東京都台東区東上野3-16-5 サンク・ユービル1階 東京都 台東区 03-6284-4848 https://ic-clinic.com

アイシークリニック渋谷院 〒150-0002 東京都渋谷区渋谷3-16-2 ニュー三水ビル5階 東京都 渋谷区 03-6419-7436 https://ic-clinic.com

アイシークリニック新宿院 〒151-0053 東京都渋谷区代々木2-5-3 イマス葵ビル2階 東京都 渋谷区 03-6276-3870 https://ic-clinic.com

武蔵野総合クリニック 〒204-0021 東京都清瀬市元町1-8-30 東京都 清瀬市 042-496-7015 www.6340-group.jp/clinic/

三尾整形外科 〒188-0011 東京都西東京市田無町4-21-1第一光ビル1F 東京都 西東京市 042-466-7111 http://mio-seikei.com

オーク・クリニック 〒189-0013 東京都東村山市栄町2-7-15 東京都 東村山市市 042-395-1550 なし

国立病院機構村山医療センター 〒208-0011 東京都武蔵村山市学園2-37-1 東京都 武蔵村山市 042-561-1221 http://www.murayama-hosp.jp

はたの耳鼻咽喉科 〒204-0021 東京都清瀬市元町1-8 アーク清瀬3階 東京都 清瀬市 042-491-1133 https://musashino-ent.jp/

東大和病院 〒207-0014 東京都東大和市南街1-13-12 東京都 東大和市 042-562-1484 http://www.yamatokai.or.jp/higasiyamato/

むらせ医院 〒189-0001 東京都東村山市秋津町5-4-3 東京都 東村山市 042-391-8565 https://www.murase-cl.jp/

久米川透析内科クリニック 〒189-0011 東京都東村山市恩多町三丁目6-3 東京都 東村山市 042-399-2071 http://www.kumegawa-cl.com/

巣鴨千石皮膚科 〒170-0002 東京都豊島区巣鴨1-20-10-5F 東京都 豊島区 03-3941-1241 https://sugamo-sengoku-hifu.jp/

ミソラ歯科クリニック 〒208-0022 東京都武蔵村山市榎1-7-21 東京都 武蔵村山市 042-520-1118 http://www.misora-dc.com

中島医院 〒204-0021 東京都清瀬市元町1-3-45 東京都 清瀬市 042-495-6727 https://hospice-nakajima.com

多摩北部医療センター 〒189-8511 東京都東村山市青葉町1-7-1 東京都 東村山市 042-396-3811 http://tamahoku-hp.jp/
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