


区内精神科・心療内科・神経科医療機関データ
区の調査にご回答いただいた医療機関のみのデータになります。

医療機関名 診療科目 住所 電話番号 アドレス

1 聖路加国際病院附属クリニック聖路加メディローカス 心療内科 大手町１丁目９ 03-3527-9520 http://medilocus.luke.ac.jp/

2 （医）雄仁会　メディカルケア大手町 精神科・心療内科 大手町1-6-1　大手町ビルB1F 03-6262-1666 https://www.medcare-tora.com/otemachi/index.html

3 アルツクリニック東京 精神科 丸の内1-7-2　サピアタワー7階 03-3212-0003 https://www.alz.tokyo/

4 （医）桜メディスン　有楽町桜クリニック 精神科・心療内科 有楽町1-7-1　有楽町電気ビル南館7F 03-6914-5333 　　　な　　し

5 （医）緑和会　ストレスケア日比谷クリニック 精神科・心療内科 有楽町1-6-1　ナビール日比谷６階 03-3581-0205 https://strescue.com/

6 日比谷ガーデンクリニック 心療内科・精神神経科 有楽町1-5-1 日比谷マリンビルB2F 03-6206-1121 https://www.hibiya-garden-clinic.com/

7 （医）日比谷滝村クリニック 精神科・心療内科・精神神経科 内幸町2-2-1 日本プレスセンタービル B1F 03-5511-7550 http://www.hibitaki.net/

8 （医）松伯会　山王クリニック 精神科 永田町2-11-1山王パークタワー25F 03-3580-5001　 https://www.sannoclinic.jp/

9 千代田心療クリニック 精神科・心療内科 平河町2-7-9 JA共済ビル3C 03-5275-0077 http://www.meinherz.jp/

10 風の木クリニック 精神科・心療内科 隼町3-19 隼町MTビル2F 03-3239-5611 http://www.kazenoki.jp/index.html

11 半蔵門モロオカクリニック 精神科・心療内科 麹町2-2-29　オーセンティック半蔵門2F 03-3230-2843 http://www.morooka-clinic.jp/

12 半蔵門心療クリニック 精神科・心療内科 麹町1-10　澤田麹町ビルB1F 03-3263-3251 http://www.hanzomon-m-clinic.jp/

13 （一財）小峰研究所　番町小峰クリニック 精神科・心療内科・精神神経科 一番町21-3　ルミナス一番町101 03-3221-0521 https://komine-labo.info/komineclinic

14 HDCアトラスクリニック 心療内科 一番町5-3　アトラスビル1階 03-3234-6060 https://www.hdc-atlas.com/

15 一番町レディースクリニック 精神科・心療内科 一番町4-26　2F 03-3261-2255 https://www.1-ilc.com/

16 一口坂クリニック 心療内科・精神神経科 九段北4-1-5　市ヶ谷法曹ビルB1F 03-3221-1919 https://hitokuchizaka.com/

17 九段ごみぶちクリニック 精神科・心療内科 九段北2-3-1　九段増田ビル2F 03-3263-0161 http://gomibuchi-clinic.com/

18 飯田橋光洋クリニック 精神科・心療内科 富士見2-3-10 北澤ビル2階 03-5212-1778 https://www.ochanomizuiin.com/

19 （医）明善会　飯田橋榎本クリニック 精神科・心療内科 飯田橋4-6-5 03-5276-0601 https://www.enomoto-clinic.jp/hp-list/iidabashi/

20 飯田橋ガーデンクリニック 精神科・心療内科 飯田橋3-10-10　ガーデンエアタワー２F 03-5276-2160 http://www.gardenclinic.jp/

21 飯田橋斎藤医院 精神科 飯田橋1-8-9-102 03-5226-0180 　　　な　　し

22 原田メンタルクリニック 精神科・心療内科 飯田橋1-5-8　アクサンビル4階 03-5212-3335 http://www.harada-mentalclinic.com/

23 後楽園クリニック 精神科・心療内科 九段北1-4-4　九段下ASNビル４階 03-6272-6508 https://www.korakuen-clinic.tokyo/

24 山本亜希メンタルクリニック 精神科・心療内科 九段北1-3-2　大橋ビル６階 03-3230-0002 http://yamamotoaki.jp/

25 九段こころのクリニック 精神科・心療内科 九段北1-1-5　第二中央ビル3F 03-6256-8397 https://kudan-kokoro.clinic/

26 ひろばストレスケアクリニック 精神科・心療内科 神田神保町3-2-8　昭文館ビル1階 03-5357-1577 https://hiroba-care.jp/

27 エムズクリニック九段下 精神科・心療内科・精神神経科 神田神保町3-5　ニュー徳栄ビル8階 03-3239-5857 http://ms-clinic.com/

28 神保町メンタルクリニック 精神科・心療内科・精神神経科 神田神保町2-9　神保町メディカルモール5階 03-3239-5776 http://jimbocho-mc.com/

29 神保町消化器科・内科 心療内科 神田神保町2-9-1　４F 03-3515-3171 　　　な　　し

30 とちのき通り診療所 精神科・心療内科 神田駿河台1丁目7番10号　YK駿河台ビル1階 03-5577-2161 https://tochinoki-dori.jp/

31 （公社）東京都職員互助会　三楽病院 精神科・精神神経科 神田駿河台2-5 03-3292-3981 https://www.sanraku.or.jp/

32 （医）駿愛会　駿河台診療所 精神科 神田駿河台2-1-45　ニュー駿河台ビル５階 03-3219-1121 https://www.sunaikai.jp/

33 お茶の水メンタルクリニック 精神科・心療内科 神田駿河台2-4　お茶の水日建ビル４階 03-5244-5934 https://www.ochanomizu-mental.com/

34 日本大学病院 精神科 神田駿河台1-6　 03-3293-1711 https://www.nihon-u.ac.jp/hospital/division/psychiatry/

35 もも　こころの診療所 精神科・心療内科 神田神保町1-16-3　４階 03-5282-2556 https://momococoro.com/

36 明治大学子どものこころクリニック 児童精神科・心療内科 神田駿河台1-1　明治大学駿河台キャンパス研究棟 03-3296-8500 https://www.meiji.ac.jp/mhc/index.html

37 （医）HARIMA　はりまメンタルクリニック 精神科・心療内科 神田小川町3-24-1　カスタリア御茶の水102 03-5281-4800 https://www.harimamental.com/

38 神保町もりたメンタルクリニック 精神科・心療内科 神田神保町1-7-12 　巌松堂ビル3F 03-5281-0880 https://morita1-7-12.jp/

39 診療所　こころとからだの元氣プラザ 精神科 神田神保町一丁目105番地　神保町三井ビルディング１階・２階 03-5210-6620 https://www.genkiplaza.or.jp/gairai/ippan_seishinka.html

40 メディカクリニック 精神科・心療内科 神田小川町3-1-10メディカビル4階 050-3734-5576 http://www.shimoi.or.jp/medica/

41 聖堂前クリニック 精神科・心療内科 神田小川町3-1-10メディカビル6階 050-3734-5574 https://seidomae.com/

42 駿河台こころのクリニック 精神科・心療内科 神田駿河台3-2-6　A・Plazaお茶の水ビル7F 03-3257-5678 https://surugadai-kokoro.com/

43 まなメンタルクリニック新御茶ノ水 精神科・心療内科 神田淡路町1-11-8 淡路町UKビル　3F 03-3256-2613 https://manaclinic.jp/

44 河内クリニック 精神科・心療内科・精神神経科 神田淡路町1-9-1　ニューお茶の水ビル301 03-3252-8225 　　　な　　し

45 神田淡路町メンタルクリニック 精神科・心療内科 神田淡路町1-4　国土淡路町ビル 4F 03-3525-4357 https://www.matasenaikara.net/

46 雪月花メディカルクリニック秋葉原診療所 精神科・心療内科 外神田6-14-2　1階・7階 サカイ末広ビル 03-5812-5301 https://snow-moon-flower.jp/

47 秋葉原ガーデンクリニック 精神科・心療内科 神田松永町11 03-5298-7687 https://www.akiba-garden.com/

48 秋葉原メンタルクリニック 精神科・心療内科 神田平河町4 03-5833-6852 https://www.akihabara-mental-clinic2019.com/

49 （医）順真会　しのみやクリニック 精神科・心療内科・精神神経科 神田佐久間町3-37-59　マルチーノビル3F 03-5687-1516 http://shinomiya-clinic.jp/

50 （社福）三井記念病院 精神科 神田和泉町1 03-3862-9111 https://www.mitsuihosp.or.jp/

51 （医）上桜会　ゆうメンタルクリニック秋葉原院 精神科・心療内科 神田佐久間町1-13　チョムチョム秋葉原4F 03-3255-9077 https://yakb.net/

52 （医）ベスリ会　ベスリクリニック 心療内科 神田鍛冶町3-2 神田サンミビル8F 03-5295-7555 http://besli.jp/

53 ココロモクリニック神田 精神科・心療内科 鍛冶町2-8-6　メディカルプライム神田5F 03-3254-5560 https://kokoromo.jp/

54 （医）久響会　あいクリニック神田 精神科・心療内科 内神田3丁目14-8ニシザワビル5階 03-3253-2100 http://www.i-clinic.or.jp/

55 神田駅西口メンタルクリニック 精神科・心療内科・精神神経科 内神田3-12-4 03-5209-0874 http://kandamental.com/blog/

56 （医）アネモス会　荻本医院 精神科・心療内科 内神田2-7-14　山手ビル3号館4F 03-3255-4730 https://www.ogimoto.com/

57 MIZENクリニック市ヶ谷 精神科・心療内科 九段南４丁目7-17　杉喜ビル６階 03-6261-7100 https://www.mizenclinic-ichigaya.com/
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