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区　分 内　容 実施日 時　間 場　所

骨密度測定会
区民（16歳以上）の方を対
象に骨密度と血管年齢の
測定を有料で実施。

月1回
予約制

「広報千代田」でお知ら
せします。

千代田保健所

生活習慣病予防相談
血管年齢測定および生活
習慣病予防の観点からの
運動相談、栄養相談、保
健相談

月1回（予約制/
骨密度測定会と
同時実施）

心の相談室（予約制） 家庭や職場内での心の問
題の相談（区民優先） 月2回予約制 午後1時30分～ 3時30分

歯科保健相談
乳幼児の歯の健診・歯科
保健指導・予防処置、妊
産婦の歯の健診

月4～ 5回予約制 詳しくはお問い合わせ
ください。

健やか親子相談 心理相談員による子育て
相談 年16回（予約制） 午後1時15分～ 4時

栄養相談 バランスの取れた食事、離
乳食など食に関する相談 随時予約制 午前9時～午後5時

難病リハビリ教室 難病（神経難病等）診察・相
談・機能訓練 第4水曜日 午後1時30分～ 3時 千代田保健所

患者の声相談 区内診療所等の利用者や家
族からの医療に関する相談

月曜～金曜日
（祝日、年末年始を除く）

午前9時～ 12時
午後1時～ 5時

千代田保健所患者
の声相談専用電話
5211-8100

健康・医療

各種相談など 千代田保健所　☎5211-8161

高齢者インフルエンザ予防接種
千代田保健所健康推進課保健予防係　☎5211-8172
　12月31日現在満65歳以上の方または満60歳以
上65歳未満の心臓・腎臓・呼吸器障害あるいはヒ
ト免疫不全ウィルスによる免疫機能障害で身体障害
者手帳1級相当の方で、予防接種を希望される方を
対象にインフルエンザ予防接種を無料で実施してい
ます。

高齢者肺炎球菌予防接種
千代田保健所健康推進課保健予防係　☎5211-8172
　満	65	歳以上の方を対象に、肺炎球菌予防接種の
費用助成を実施します。接種履歴や年齢により、定
期接種と任意接種に分かれ、それぞれ以下の接種料

金で接種できます。助成を受けられるのは、合わせ
て生涯	2	回までです。
〈接種料金（自己負担額）〉
定期接種＝無料
任意接種＝4,000円

HIV（エイズ）抗体検査
千代田保健所健康推進課保健相談係　☎5211-8175
　原則、毎月第一金曜日に無料匿名で予約制にて
HIV抗体検査を実施しています。
　同時に、希望に応じ他の性感染症（梅毒、淋病、
性器クラミジア）についても検査が受けられます。
　HIVについては、即日検査も実施しています。

相談・健診
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肝炎ウイルス検査
千代田保健所健康推進課感染症対策係　☎5211-8173
　原則、毎月第一金曜日に予約制で区民の方のB
型・C型肝炎ウイルス検査を実施しています。なお、	
20・25・30・35歳の方と40歳以上の方で今まで肝
炎ウイルス検査を受けたことが無い方は、区民健診
の際に、肝炎ウイルス検査を受けることができます。

ちよだ食育ネットワーク
千代田保健所健康推進課健康推進係　☎5211-8177
　食育を通じて楽しみながら互いに学び協力しあ
い、地域のつながりを深めるため、食育に関心のあ
る個人や団体で「ちよだ食育ネットワーク」をつくっ
ています。
　取組内容は、参加者相互の情報交換や情報発信の
支援、各種情報提供の実施などです。

がん検診
千代田保健所健康推進課健康推進係　☎5211-8171
・胃がん、大腸がん、肺がん検診…40歳以上
・子宮がん検診……20歳以上偶数年齢の女性
・乳がん検診………40歳以上偶数年齢の女性
※	子宮がん検診・乳がん検診については、前年度の
受診対象の方で未受診だった場合に限り、当該年
度に受診可

国保健診・長寿健診・成人健診
千代田保健所健康推進課健康推進係　☎5211-8171
国保健診（特定健康診査・特定保健指導）
　40歳～ 74歳の国民健康保険加入者を対象に、生
活習慣病の原因となるメタボリックシンドローム
（内臓脂肪症候群）の予防・改善を目的とした健診
及び保健指導を行っています。
長寿健診（健康診査）
　後期高齢者医療制度加入者を対象に、長寿健診を
行っています。
成人健診
　国で定められた検査項目以外に必要と判断する検
査を成人健診として、40歳以上の方に行っていま
す。

若年節目健診
千代田保健所健康推進課健康推進係　☎5211-8171
　20・25・30・35歳の方を対象に生活習慣病予
防のための健診を行っています。

区民歯科健診
千代田保健所健康推進課健康推進係　☎5211-8171
　19歳以上の方を対象に、むし歯や歯周疾患の
チェックをする区民歯科健診を実施しています。

はり・きゅう・マッサージ施術補助
保険年金課国民健康保険係　☎5211-4205

後期高齢者医療係　☎5211-4206
　40歳以上の国民健康保険の加入者および後期高
齢者医療制度の加入者は、区が指定している施術所
で、はり・きゅう・マッサージを受けるとき、補助す
る利用券があります。ただし、保険料に未納がある
方は補助を受けることができません。

人間ドックの利用補助
保険年金課国民健康保険係　☎5211-4205

後期高齢者医療係　☎5211-4206
　40歳以上の国民健康保険の加入者および後期高
齢者医療制度の加入者が、区と協定している医療機
関で人間ドックを受診するときに20,000円の補助
を行います。事前に申し込んでください。ただし、
75歳以上の方は長寿健診を受診しない方に限りま
す。また、保険料に未納がある方は補助を受けるこ
とができません。
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休日応急診療 千代田保健所地域保健課健康企画係　☎5211-8163

休日
応急診療

千代田区休日応急診療所
九段北1-2-14
千代田保健所内

内科・小児科
午前9時～午後12時30分
午後2時～午後5時30分
午後7時～午後9時30分

☎5211-8202（開設日のみ）

歯科 午前9時～午後4時30分 ☎5211-8203（開設日のみ）
調剤薬局 午前9時～午後9時30分 ☎5211-8197（開設日のみ）

小児救急
ちよだこども救急室（平日準夜間の小児科診療）　対象	中学生以下
診療場所	日本大学病院	1階救急室（神田駿河台1-6）	☎3293-1711
診療時間（月～金曜日	午後7時～午後10時（祝日・年末年始・病院休診日を除く）

区内の
救急病院

東京逓信病院　富士見2-14-23	☎5214-7111　	三井記念病院　神田和泉町1	　☎3862-9111
日本大学病院　神田駿河台1-6		☎3293-1711　	杏雲堂病院　			神田駿河台1-8	☎3292-2051
三楽病院　　　神田駿河台2-5		☎3292-3981　

休日診療
案内等

・消防署病院案内（24時間）	丸の内	☎3215-0119　麹町	☎3264-0119　神田	☎3257-	0119
・消防庁救急相談センター（24時間）	☎♯7119（ダイヤル回線からは	☎3212-2323）
・医療機関案内サービス「ひまわり」（24時間）		☎5272-0303
　URL 	https	:	//www.himawari.metro.tokyo.jp

※受診するときはあらかじめ電話でお問い合わせください。また、健康保険証を必ずお持ちください。

こども医療費の助成
子育て推進課手当・医療係　☎5211-4230

　0～ 15	歳に達した日以後の最初の3	月31日ま
での児童が診療を受けたときに、健康保険の自己負
担分の医療費を助成します。	助成を受けるには、「医
療証」が必要です。都外医療機関での受診は、医療
証が利用できないため、現金還付による助成となり
ます。

高校生等医療費の助成
子育て推進課手当・医療係　☎5211-4230

　15歳に達した日以後の最初の4月1日から18歳に
達した以後の最初の3月31日までの児童が診療を受
けたときに、健康保険の自己負担分を助成します。
助成を受けるには医療証が必要です。区外医療機関
および一部の整骨院等での受診は、医療証を利用で
きないため、現金還付による助成となります。

小児慢性特定疾病医療費助成、
自立支援医療費助成（育成医療）

千代田保健所健康推進課保健予防係
☎5211-8172

　悪性新生物（がん）、慢性腎疾患などにかかる小児

慢性特定疾病医療費助成（都制度）の手続きを受け付
けます。また、身体に障害のある児童（18歳未満）
が、指定育成医療機関で受ける障害を除去する効果
が期待できる医療について助成します。

難病患者の医療費助成
障害者福祉課給付・指導担当　☎5211-4128

　難病医療費助成の対象疾病にかかっている方で医
療費助成の認定基準を満たしている方に、難病を治
療するための医療費のうち、健康保険及び介護保険
の適用後の自己負担額の一部を助成します。

B 型・C 型ウイルス肝炎治療医療費助成
千代田保健所健康推進課保健予防係　

☎5211-8172
　東京都が実施しているB	型、C	型ウイルス肝炎
治療医療費助成の手続きを受け付けています。

心身障害者の医療費助成
障害者福祉課総合相談担当　☎5211-4217

　「愛の手帳」1～ 2度、「身体障害者手帳」1～ 2
級と3級の内部障害者、「精神障害者保健福祉手帳」
1級で、健康保険に加入している方が診療を受ける

医療費の助成
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とき、国民健康保険、各種社会保険等からの給付額
を差し引いた自己負担額の一部が助成されます（所
得制限・年齢制限があります）。

身体障害者の自立支援医療（更生医療）
障害者福祉課総合相談担当　☎5211-4217

　身体障害者手帳を持っている18歳以上の方で、
原則として東京都心身障害者福祉センターが必要と
認めた方が対象です。
　障害の程度を軽減または除去するために行う手術
等にかかる医療費について、健康保険の自己負担額
を助成します（所得税額に応じて別途自己負担と一
部所得制限があります）。

結核患者の医療費助成
千代田保健所健康推進課感染症対策係

☎5211-8173
　周りの方に感染させるおそれがあるために入院治
療が必要と判断された場合には、原則として、結核
医療費が全額助成されます（世帯の所得により、一
部負担があります）。
　通院で治療する方は、結核医療費のうち医療保険
適用後の自己負担額が原則５％になります。ただし、
区民税非課税の方は自己負担分が助成される制度が
あります。

精神障害者の自立支援医療費助成
障害者福祉課総合相談担当　☎5211-4217

　障害者総合支援法に基づき、精神障害者が通院治
療を受ける場合、医療費を東京都が負担します。同
一保険世帯の住民税額等に応じて自己負担額が定め
られています。

大気汚染（ぜん息患者）の医療費助成
千代田保健所地域保健課地域保健係

☎5211-8174
　大気汚染の影響を受けたと推定される疾病（気管
支ぜん息等）にかかった、東京都の区域内に引き続
き1年（3歳未満は6か月）以上住所を有する方が対象
です。新規の申請は、18歳未満の方のみが対象で、
健康保険等適用分を差し引いた自己負担額（入院時
の食事療養費等を除く）が助成されます。気管支ぜ
ん息のほか慢性気管支炎・ぜん息性気管支炎・肺気

しゅにかかった方も対象です。申請により認定され
ると「 医療券」が交付されます。
※現在認定を受けて医療券をお持ちの方で、生年月
日が平成9年4月1日以前の方は、更新申請のみ可
能です。なお、健康保険等適用分を差し引いた自
己負担額（入院時の食事療養費等を除く）のうち、
月額6,000円までは自己負担となります。

不妊検査等助成
千代田保健所健康推進課保健予防係　

☎5211-8172
　対象の方と配偶者（婚姻の届出をしていないが、
事実上婚姻関係と同様の状態にある方も含む）のど
ちらかが区に居住で、東京都の不妊検査等助成を受
けている方に、25,000円を限度に助成します。
　ただし、都の助成額とその対象治療費との差額以
内とします。助成回数は夫婦１組につき、１回です。

特定不妊治療費助成
千代田保健所健康推進課保健予防係

☎5211-8172
　対象の方と配偶者（婚姻の届出をしていないが、
事実上婚姻関係と同様の状態にある方も含む）のど
ちらかが区に居住で、東京都の特定不妊治療助成を
受けている方に、東京都助成金額の2分の1（1回の
上限15万円）を助成します。
　ただし、都の助成額とその対象治療費との差額以
内とします。

妊娠高血圧症候群医療費助成
千代田保健所健康推進課保健予防係

☎5211-8172
　妊娠により、高血圧になったり、尿たん白の数値
が悪化したりして入院加療を必要とする方に医療費
を助成します。

未熟児の医療費助成
千代田保健所健康推進課保健予防係

☎5211-8172
　身体の発育が未熟なままで生まれ入院を必要とす
る方に対して、医療費を公費で負担します（世帯の
所得により一部負担があります）。
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ひとり親家庭等の医療費助成
子育て推進課手当・医療係　☎5211-4230

　ひとり親家庭等の父または母、または養育者とその
児童が病院や診療所で診療を受けたときに支払う医療
費の自己負担分を助成します（所得制限があります）。

発達障害等の療育経費助成
児童・家庭支援センター発達支援係　☎5296-9281
　発達障害等の子ども（2歳～ 18歳になって最初の
3月31日まで）が、専門性のある療育・相談機関等
で検査・相談・療育を受けた時の経費の一部を助成
します。

難聴者補聴器購入費助成
障害者福祉課障害者福祉係　☎5211-4214

　聴覚の身体障害者手帳の対象とならない程度で、
日常生活に支障がある方を対象に、補聴器購入費の
9割を助成します（50,000円を限度）。
　購入する前に事前申請が必要です。聴力レベル基
準、所得制限があります。

中等度難聴児発達支援事業
（18歳未満を対象とした補聴器購入費助成）

障害者福祉課障害者福祉係　☎5211-4214
　聴覚の身体障害者手帳の対象とならない程度で、
18	歳未満の中等度難聴児を対象に、補聴器の購入
費用の９割（上限	123,300	円）を助成します。ただ
し生活保護法による被保護世帯または区民税非課税
世帯には、10	割（上限	137,000円）を助成します。
　また、補聴器の装用に関する専門家の調整を受け
る場合2,000円の加算、デジタル式補聴器の付属品
を同時に購入する場合、別途加算があります。
　購入する前に事前に申請が必要です。聴力レベル
基準、所得制限があります。

がん患者のウィッグ等購入費助成
千代田保健所健康推進課健康推進係　☎5211-8171
　がんと診断され、現在その治療を行っている方
で、がんの治療に伴う脱毛や乳房の切除等により、
ウィッグや胸部補整具を必要とする方に対し、購入
やレンタル等にかかった実費（上限30,000円）を助
成します。
※申請は、対象者1人につき1回限り
※	申請期限は購入やレンタル等の費用を支払った日
の翌日から1年以内

障害者福祉手当
障害者福祉課給付・指導担当　☎5211-4128

　84ページをご覧ください。

福祉タクシー券の支給、自動車燃料費助成
障害者福祉課給付・指導担当　☎5211-4128

　85ページをご覧ください。

難病講演会・難病リハビリ教室
千代田保健所健康推進課保健相談係

☎5211-8175
　年１回神経難病の講演会を開催しています。難病
リハビリ教室は、42ページをご覧ください。

障害者総合支援法による障害福祉サービス
千代田保健所健康推進課保健相談係　

☎5211-8175
児童・家庭支援センター発達支援係　

☎5296-9281
　87ページをご覧ください。

　原因が不明で治療法が確立されていない疾病や、治療が難しく慢性の経過をたどる疾病もいまだ存在し、こ
のような疾病を難病と呼んでいます。長期の闘病生活を余儀なくされるなど、生活に大きな影響をもたらす難
病の患者は、治療にかかる医療費の一部助成が受けられます。また、障害福祉サービスの対象となる疾病もあ
ります。

難病にかかっている方のために
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医療機関一覧

医療機関名 所在地 電話番号 診療科

医療法人社団　茂恵会　半蔵門病院 麹町一丁目10番地 3239-3355 内、循内、糖内、外、泌、ア
レ、心臓血管外科

国家公務員共済組合連合会　九段坂
病院 九段南一丁目6番12号 3262-9191 内、外、整、婦、皮、心内、

耳咽、泌、眼、リハ、放、麻

日本歯科大学　附属病院 富士見二丁目3番16号 3261-5511 内、外、歯、矯、小歯、歯外、
乳腺内分泌外科

東京逓信病院 富士見二丁目14番23号 5214-7163

内、血内、消内、感内、循内、
腎内、呼内、精、外、呼外、
脳神外、整、婦、小、眼、皮、
形、泌、耳、放、リハ、消外、
麻、歯外、救急、病理診断科、
内分泌・代謝内科、緩和ケア
内科、神経内科

東京歯科大学　水道橋病院 神田三崎町二丁目9番18号 3262-3421 内、眼、歯、矯、小歯、歯外

日本大学病院 神田駿河台一丁目6番地 3293-1711

内、精、皮、泌、婦、眼、耳咽、
リハ、放、病診、臨検、救急、
麻、循内、心臓血管外科、消内、
消外、整、脳神経外科、乳腺・
内分泌外科、呼吸器外科、小
児科

公益財団法人佐々木研究所附属杏雲
堂病院 神田駿河台一丁目8番地 3292-2051

内、リウ、消外、婦、放、呼
内、呼外、整、泌、消内、循
内、肝内、乳外、形外、美皮、
腫内、精、麻、リハ、病理診
断科、皮膚科、糖尿病内科（代
謝内科）

日本大学歯学部付属歯科病院 神田駿河台一丁目8番地13 3219-8020 歯、矯、小歯、歯外

医療法人財団小畑会浜田病院 神田駿河台二丁目5番地 3291-2703 内、小、外、産、婦、眼、耳、
放

公益社団法人　東京都教職員互助会　
三楽病院 神田駿河台二丁目5番地 3292-3981

内、呼内、消内、循内、小、精、
外、消外、整、産婦、眼、耳、
泌、皮、放、麻糖尿病代謝内
科、脳外

医療法人社団　済安堂　井上眼科病院 神田駿河台四丁目3番地 3295-0911 眼、麻
神尾記念病院 神田淡路町二丁目25番地 3253-3351 精、形、耳、皮、美外美皮麻

医療法人財団　同仁記念会　明和病院 神田須田町一丁目18番地 3251-0263 内、消内、人内、ペ外、皮、
リハ

病　院

診療科目等の略号
内…内科、外…外科、精…精神科、アレ…アレルギー科、リウ…リウマチ科、小…小児科、皮…皮膚科、
泌…泌尿器科、産婦…産婦人科、産…産科、婦…婦人科、眼…眼科、耳咽…耳鼻いんこう科、
リハ…リハビリテーション科、放…放射線科、麻…麻酔科、歯…歯科、矯…矯正歯科、小歯…小児歯科、
歯外…歯科口腔外科、胃内…胃腸内科、漢内…漢方内科、血内…血液内科、肛内…肛門内科、
呼内…呼吸器内科、腫内…腫瘍内科、循内…循環器内科、消内…消化器内科、女内…女性内科、
神内…神経内科、人内…人工透析内科、腎内…腎臓内科、心内…心療内科、糖内…糖尿病内科、
ぺ内…ペインクリニック内科、老内…老年(人)内科、小皮…小児皮膚科、美皮…美容皮膚科、
漢皮…漢方皮膚科、漢精…漢方精神科、神精…神経精神科、整…整形外科、形…形成外科、
美…美容外科、肛外…肛門外科、呼外…呼吸器外科、消外…消化器外科、小外…小児外科、
心外…心臓血管外科、胆外…胆のう外科、乳外…乳腺外科、脳外…脳神経外科、血外…血管外科、
胃…胃腸科、気食…気管食道科、肛…肛門科、呼…呼吸器科、耳…耳鼻科、循…循環器科、
消…消化器科、神…神経科
※平成20年4月の医療法施行規則改正施行以前に届出があったため、現在使用できない科目も含まれています。
※保険適用外の医療機関も含まれています。受診前に各医療機関にお問い合わせください。
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医療機関名 所在地 電話番号 診療科
丸の内
医療法人城見会アムス丸の内パレス
ビルクリニック 丸の内一丁目1番1号　パレスビル4階 3211-1171 内

医療法人財団医親会海上ビル診療所 丸の内一丁目2番1号　東京海上日動ビルディン
グ新館3階 3212-7690

内、消、循、外、整、婦、眼、皮、
泌、心内、呼吸器内科、リウ
マチ科、糖尿病内科（代謝内
科）、精神科

丸の内の森レディースクリニック 丸の内一丁目5番1号　新丸の内ビルディング9階 6206-3900 内科、産婦人科、心療内科、
皮膚科

白石脊椎クリニック 丸の内一丁目5番1号　新丸の内ビルディング12
階1220区 6551-2628 整形外科、内科

医療法人社団丸の内クリニック 丸の内一丁目6番2号　新丸の内センタービル
ディング4階 5220-2200 内、消内、循内、糖内、婦、皮、

乳外
医療法人社団杉四会杉山産婦人科丸
の内

丸の内一丁目6番2号　新丸の内センタービル
ディング5階 5222-1500 産、婦

医療法人社団榊原厚生会榊原サピア
タワークリニック 丸の内一丁目7番12号　サピアタワー 7階 5288-0011 内、消内、循内、糖尿病代謝

内科

アルツクリニック東京 丸の内一丁目7番12号　サピアタワー 7階 3212-0003 心療内科、精神科、、代謝内
分泌内科

医療法人社団豊栄会　サピアタワー　
アイクリニック東京 丸の内一丁目7番12号　サピアタワー 7階 3214-8822 眼科

医療法人社団医王会丸の内トラスト
タワークリニック

丸の内一丁目8番1号　丸の内トラストタワー N
館2階 3214-8010 内、呼内、アレ、皮

東京ビジネスクリニック　八重洲北口 丸の内一丁目8番2号　鉄鋼ビルディング地下1階 6268-0079 内、外、小、皮
MARU BY TOKYO BUSINESS 
CLINIC 丸の内一丁目8番2号　鉃鋼ビルディング1階 6269-9475 内科、小児科、外科、皮膚科

鉄鋼ビル丸の内クリニック 丸の内一丁目8番2号　鉄鋼ビルディング地下1階 6212-3888 内科、循環器内科、消化器内
科、婦人科、乳腺外科

東京ビジネスクリニック　グランス
タ丸の内

丸の内一丁目9番1号　JR東日本東京駅構内地下
1階 内科、外科、小児科、皮膚科

医療法人社団ウェルエイジング　D
クリニック東京ウェルネス

丸の内一丁目11番1号　パシフィックセンチュ
リープレイス丸の内10階 6665-0025

内科、皮膚科、呼吸器内科、
循環器内科、アレルギー科、
代謝内科、内分泌内科、精神
科

東京国際クリニック 丸の内一丁目11番1号　パシフィックセンチュ
リープレイス丸の内9階902号室 5220-3377

内、循内、呼内、消内、婦、
脳外、形、糖尿病代謝内科、
内分泌内科、皮膚科

医療法人社団ウェルエイジングDク
リニック東京

丸の内一丁目11番1号　パシフィックセンチュ
リープレイス丸の内10階 5224-5551 皮、泌、神精、形、内科、婦

人科
丸ノ内なかごみクリニック 丸の内二丁目2番1号　岸本ビル2階 6551-2011 脳神経外科、内科
医療法人社団プラタナス　女性のた
めの統合ヘルスクリニックイーク丸
の内

丸の内二丁目7番3号　東京ビル3階 5220-1070 女内、婦、乳外

医療法人社団　躍心会　丸の内皮ふ科 丸の内三丁目1番1号　国際ビル2階208区 6269-9082 皮膚科、アレルギー科、形成
外科、美容皮膚科

医療法人社団公颯会　東商ビル診療所 丸の内三丁目2番2号　丸の内二重橋ビルディン
グ東京商工会議所ビル地下1階 3283-7781 内科、耳鼻咽喉科

診療所

社会福祉法人　三井記念病院 神田和泉町1番地 3862-9111

内、呼内、消内、循内、小、精、
外、消外、呼外、整、脳外、
産婦、眼、耳咽、泌、皮、麻、
歯、歯外、病理診断科、乳腺
内分泌外科、腫瘍内科、心外、
臨床検査科、糖尿病代謝内科、
血内、リウ内、内分泌内科、
腎内、緩和ケア内科、放射線
診断科、放射線治療科、形成
外科、神経内科、大腸外科
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大手町

大手町内科　クリニックフォア大手町 大手町一丁目2番1号　Otemachi One　地下1
階 6206-3324 内科、アレルギー科、糖尿病

内科（代謝内科）、美容外科

大手町皮膚科 大手町一丁目2番1号　Otemachi One　地下1
階　B102-4号室 3212-7722 皮膚科

リーレクリニック大手町
大手町一丁目3番2号　大手町カンファレンスセ
ンター　ショップ&レストラン　地下1階SB124
区

5224-6672 内

東京消防協会診療所 大手町一丁目3番5号　東京消防庁内12階 3212-4012 内

大手町内科胃腸クリニック 大手町一丁目5番1号　大手町ファーストスクエ
アウエスト1階 3287-3330 内、胃内、内視鏡内科

松翁会診療所大手町健診プラザ 大手町一丁目5番5号　大手町タワー地下1階 3201-3361 内、神内、循内、呼内、皮、婦、
糖尿病・内分泌内科

大手町眼科コンタクトレンズクリ
ニック

大手町一丁目6番1号　大手町ビルディング1階
107区-B 4360-3596 眼科

医療法人社団雄仁会　メディカルケ
ア大手町 大手町一丁目6番1号　大手町ビル地下1階 6262-1666 精神科、心療内科、漢方内科

読売健康保険組合　読売クリニック 大手町一丁目7番1号　読売新聞東京本社ビル6階
と25階 3216-8681 内、皮、眼、耳咽、整、心内、

精神科

医療法人社団渡邊内科 大手町一丁目7番2号　東京サンケイビル地下1階 3245-2800 内、呼内、消内、循内、外、
肛内

大手町フィナンシャルシティ西山ク
リニック

大手町一丁目9番4号　大手町フィナンシャルシ
ティノースタワー 4階 3270-2986 内、循内

聖路加国際病院附属クリニック聖路
加メディローカス

大手町一丁目9番7号　大手町フィナンシャルシ
ティサウスタワー 2階 3527-9520 内、婦、放、循内、消内、乳外、

形、呼内、心療内科、皮膚科

東京クリニック 大手町二丁目2番1号　新大手町ビル1階・地下1
階・地下2階 3516-7151

内、ペ内、小、神内、呼内、
消内、形、美、皮、美皮、外、
腫内、乳外、脳外、婦、放、泌、
呼外、糖内、内視鏡内科、内
分泌・代謝内科、整、口腔外
科、循環器内科

大手町プレイス内科 大手町二丁目3番1号　大手町プレイスウエスト
タワー地下1階　B109区画、B110区画 6262-5622 内科、糖尿病内科

内幸町

医療法人社団六医会内幸町診療所 内幸町一丁目1番1号　帝国ホテルタワー 7階C1
～ 6 3501-5567 内

医療法人社団六医会内幸町診療所　
分室

内幸町一丁目1番1号　帝国ホテルタワー 7階D1
～ 4 3501-5567 内、消、循

医療法人社団石川記念会日比谷石川
クリニック 内幸町一丁目1番1号　帝国ホテルタワー 5階 3591-8081 内、泌

帝国クリニック 内幸町一丁目1番1号　帝国ホテル本館4階 3503-8681 内
医療法人社団六医会インペリアルタ
ワー診療所 内幸町一丁目1番1号　帝国ホテルタワー 7階A4 3501-5719 内、消内、循内

医療法人社団六医会インペリアルタ
ワークリニック

内幸町一丁目1番1号　帝国ホテルタワー 1階
114号室 6821-5568 内

クリニック宇津木流 内幸町一丁目1番1号　帝国ホテルタワー 8階 3509-6210 形成外科、美容外科、美容皮
膚科

女性のための整形外科かおるこ
Happyクリニック 内幸町一丁目1番1号　帝国ホテル本館4階 3591-5252 整形外科

医療法人社団日比谷滝村クリニック 内幸町二丁目2番1号　日本プレスセンタービル
地下1階 5511-7550 心内、神、精

中田クリニック 内幸町二丁目2番1号　日本プレスセンタービル
B1 5511-7770 内、呼、アレ

霞ヶ関土居美佐クリニック 内幸町二丁目2番1号　日本プレスセンタービル
B1 3519-5079 内、婦

原プレスセンタークリニック 内幸町二丁目2番1号　日本プレスセンタービル
B1 3595-2961 腎内、内、リウ、糖内

医療法人社団優薫会志保日比谷皮膚
科クリニック

内幸町二丁目2番1号　日本プレスセンタービル
B1 3580-6655 皮

医療法人社団響中澤プレスセンター
クリニック

内幸町二丁目2番1号　日本プレスセンタービル
地下1階 3500-1101 内、外

日比谷石綿クリニック 内幸町二丁目2番1号　日本プレスセンタービル
地下1階 3503-7757 内科、循環器内科、糖尿病内

科（代謝内科）
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内幸町眼科 内幸町二丁目2番2号　富国生命ビル地下1階 3595-2784 眼科
千代田メンタルクリニック 内幸町二丁目2番3号　日比谷国際ビル地下2階 6206-6083 精、心内、神精
医療法人社団青十字会日比谷国際ク
リニック 内幸町二丁目2番3号　日比谷国際ビル地下1階 3503-3430 内、泌尿器科

有楽町
スバル医院 有楽町一丁目2番6号　中村ビル 3580-9559 泌、皮、精神科、心療内科
医療法人聖光園細野診療所東京診療所 有楽町一丁目2番14号　紫ビル4階 5251-3637 内
アートセルクリニック日比谷 有楽町一丁目2番14号　紫ビル3階 6812-7117 内科、皮膚科、美容皮膚科
日比谷ガーデンクリニック 有楽町一丁目5番1号　日比谷マリンビル地下2階 6206-1121 心療内科、精神科
クリニック日比谷 有楽町一丁目5番1号　日比谷マリンビル地下2階 3580-7821 形、美、皮
医療法人社団公傳会日比谷トータル
クリニック 有楽町一丁目6番1号　第二日比谷ビル8階 3591-2617 内、心内、皮、アレ

医療法人社団緑和会ストレスケア日
比谷クリニック 有楽町一丁目6番1号　ナビール日比谷6階 3581-0205 内、精、心内

パークサイド日比谷クリニック 有楽町一丁目6番1号　ナビール日比谷5階 6550-9050 心療内科、精神科、内科
有楽町高野美容クリニック 有楽町一丁目6番3号　日比谷頴川ビル3階 6206-1548 皮、形、美

KUMIKO CLINIC 有楽町一丁目6番10号　スクワール日比谷ビル
8・9階 6206-6777 美皮

有楽町睡眠・呼吸器内科クリニック 有楽町一丁目7番1号　有楽町電気ビル5階 5221-8088 内、呼内
日比谷クリニック 有楽町一丁目7番1号　有楽町電気ビル南館3階 3215-1105 内
クレアージュ東京レディースドック
クリニック 有楽町一丁目7番1号　有楽町電気ビル北館17階 6626-3950 内科、消化器内科、婦人科、

乳腺外科

医療法人社団渡航者健診クリニック 有楽町一丁目7番1号　有楽町電気ビル南館3階
352区外 5510-2525 内科

医療法人社団ウェルエイジング　ク
レアージュ東京エイジングケアクリ
ニック

有楽町一丁目7番1号　有楽町電気ビル北館17階 5224-6661 内科、皮膚科、神経精神科、
婦人科、形成外科

医療法人社団桜メデイスン有楽町桜
クリニック

有楽町一丁目7番1号　有楽町電気ビル南館7階
758区 6914-5333 心内、精

一般財団法人日本がん知識普及協会
付属有楽町電気ビルクリニック 有楽町一丁目7番1号　有楽町電気ビル北館10階 3214-7531

内、循内、呼内、消内、消外、皮、
乳外、糖尿病内科（代謝内科）、
泌尿器科

医療法人社団久信会日比谷ヒフ科ク
リニック 有楽町一丁目7番1号　有楽町電気ビル南館16階 5220-1200 皮

CLINIC 9ru 有楽町一丁目8番1号　ザ・ペニンシュラ東京4階 6269-9955 内科、皮膚科、美容皮膚科
有楽町ビル婦人科クリニック 有楽町一丁目10番1号　有楽町ビル4階414区 3214-2568 産婦、皮
有楽町ビル駅前眼科 有楽町一丁目10番1号　有楽町ビルヂング4F 3213-2028 眼

有楽町ビル内科・外科・麻酔科 有楽町一丁目10番1号　有楽町ビルヂング4階
416区 3213-2346 内、外、麻、皮

インターナショナル画像診断クリ
ニック 有楽町一丁目10番1号　有楽町ビル4階408区 6269-9333 内科、放射線科

医療法人社団司洋会有楽町駅日比谷
口眼科

有楽町一丁目11番1号　読売会館ビルディング6
階 5221-8017 眼

東京中央美容外科　銀座有楽町院 有楽町二丁目3番5号　aune有楽町5階 5962-8524 美容外科、美容皮膚科、皮膚
科、形成外科

HICクリニック 有楽町二丁目7番1号　有楽町駅前ビルディング
11階1105号 6268-0014 内科

クリニックフォア有楽町 有楽町二丁目7番1号　有楽町駅前ビルディング
イトシアプラザ地下1階 6269-9061 内科、皮膚科、アレルギー科、

産婦人科

あおばクリニック有楽町院 有楽町二丁目7番1号　有楽町駅前ビルディング
14階 6810-0181 美容皮膚科

品川近視クリニック東京院 有楽町二丁目7番1号　有楽町イトシア13階 5221-8137 眼
医療法人社団プラタナス　女性のた
めの統合ヘルスクリニックイーク有
楽町

有楽町二丁目7番1号　有楽町駅前ビルディング
15階 5220-1087 内科、消化器内科、婦人科

宮入内科 有楽町二丁目10番1号　東京交通会館3階305号 3211-4845 内、呼、循
医療法人社団有楽会有楽町美容外科
クリニック 有楽町二丁目10番1号　東京交通会館110号 3287-3288 美

医療法人社団西端耳鼻咽喉科 有楽町二丁目10番1号　東京交通会館3階 3214-9047 耳咽・アレ・気管食道科
交通会館有楽町眼科 有楽町二丁目10番1号　東京交通会館2階 3216-2611 眼
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医療法人社団有楽会有楽町美容外科
第2クリニック 有楽町二丁目10番1号　東京交通会館208号室 5288-5580 外、内、形、皮、耳咽、眼、

美
医療法人社団有楽会有楽町皮膚・泌
尿・形成クリニック 有楽町二丁目10番1号　東京交通会館B142号 3287-3288 形、美、皮、泌、産婦、婦

医療法人社団中興会内外クリニック 有楽町0番地　銀座インズ3 3562-5971 内、外、皮、消内
霞が関
医療法人社団みすまるのさと会ア
イ・ローズクリニック 霞が関一丁目4番1号　日土地ビル1階 3503-3900 眼

霞が関アーバンクリニック 霞が関一丁目4番1号　日土地ビル1階 5157-3911
内、リウマチ科、整、アレ、精、
皮、呼吸器内科、循環器内科、
脳神経内科

一般財団法人健康医学協会附属霞が
関ビル診療所 霞が関三丁目2番5号　霞が関ビル3階 3581-6031 内、外、皮、婦、眼、耳咽、放、

整
永田町
医療法人社団松伯会山王クリニック 永田町二丁目11番1号　山王パークタワー 25階 3580-5001 内、循、精、皮
山王メディカルクリニック 永田町二丁目12番8号　永田町SRビル1階 3539-3012 皮

山王グランドビル薬師堂クリニック 永田町二丁目14番2号　山王グランドビル2階
216号 3500-5090 内、消、アレ

医療法人社団瑶哲会島崎眼科 永田町二丁目14番3号　赤坂東急ビル4階 3580-3518 眼
隼町
大森胃腸科 隼町2番15号 3234-6226 内、消内、皮
風の木クリニック 隼町3番19号　隼町MTビル2階 3239-5611 心内、精
平河町

麹町皮ふ科・形成外科クリニック 平河町一丁目4番5号　平和第一ビル地下1階 6261-2458
皮膚科、アレルギー科、美容
皮膚科、小児皮膚科、漢方皮
膚科、形成外科、美容外科、
心療内科

貝坂クリニック 平河町一丁目4番12号　平河町センタービル10
階3号 5213-6710 内、麻

医療法人社団千禮会千代田漢方内科
クリニック

平河町一丁目7番11号　第二大盛丸平河町ビル2
階 5357-1575

内科、漢方内科、皮膚科、婦
人科、アレルギー科、泌尿器
科

栁下医院 平河町一丁目7番14号　1階 3261-1261 内、循内、小
クリニックF 平河町一丁目8番12号　 3221-6461 形成外科、皮膚科
Zen Skinクリニック 平河町二丁目5番5号　全国旅館会館ビル1階 6268-9653 皮膚科、美容皮膚科
永田町つばさクリニック 平河町二丁目6番4号　海運ビル2階 3511-2839 内、呼、アレ
千代田心療クリニック 平河町二丁目7番9号　JA共済ビル3階 5275-0077 精、心内
うざわ内科クリニック 平河町二丁目7番9号　JA共済ビル3階 3237-7731 内
東京シーサイドクリニック 平河町二丁目14番7号　YUKEN平河町ビル3階 6272-6616 内科、循環器内科
赤坂山王クリニック 平河町二丁目16番1号　平河町森タワー 7F 5214-1221 内、心内、精
麹町
医療法人社団大佑会麹町明光耳鼻咽
喉科

麹町一丁目5番地4　ライオンズステーションプ
ラザ半蔵門101号 3288-7333 耳咽

医療法人社団荘和会半蔵門胃腸クリ
ニック

麹町一丁目7番地25　フェルテ麹町1・7ビル地
下1階 3265-5566 内、胃

メディカルハートクリニック 麹町一丁目8番地8　グランドメゾン麹町206号 3511-5922 心内
半蔵門心療クリニック 麹町一丁目10番地　澤田麹町ビル地下1階 3263-3251 精、心内、神

半蔵門モロオカクリニック 麹町二丁目2番地29　オーセンティック半蔵門2
階 3230-2843 内、心内、神、皮、精

医療法人社団慈鴻会麹町内科 麹町二丁目2番地31　麹町サンライズビル201号
室 5276-2082 内、小、皮、麻、アレ

麹町漢方クリニック 麹町三丁目1番地8　メイゾン麹町201号 3261-6330 漢内、皮
麹町クリニック 麹町三丁目4番地7　啓ビル5階 3238-7654 内、胃、外、肛
医療法人社団肌のクリニック　麹町院 麹町三丁目7番地4　秩父屋ビル地下1階 6261-7433 内科、皮膚科、美容皮膚科

浅井医院 麹町三丁目7番地24　東急ドエルグラフィオ麹町
101 3261-0453 内、外、皮

グローバルヘルスケアクリニック 麹町三丁目12番地　麹町MSビル1階 3222-8832 内科、感染症内科、小児科、
アレルギー科

医療法人社団知慎会JTKクリニック 麹町四丁目1番地5　麹町志村ビル2階 6261-6386 内科、腫瘍内科、リウマチ膠
原病内科

医療法人社団晴美会麹町リバース今
井整形外科クリニック

麹町四丁目2番地12　クーアハウスビル1階・2
階 3261-0700 整、リハ、漢内
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医療法人社団山岡クリニック 麹町四丁目3番地　麹町富士ビル2階 3264-5160 内、循、小、皮、リハ
医療法人社団大政クリニック 麹町四丁目3番地　麹町富士ビル2階 3556-7875 胃、消、肛
佐々木内科クリニック 麹町四丁目4番地6　麹町四丁目小倉ビル2階 3264-3635 内、小、呼、消、胃

麹町消化器・内視鏡クリニック 麹町四丁目6番地8　ダイニチ麹町ビル1階 5215-1114 内視鏡内科、消化器内科、肛
門外科、内科

S.T styleクリニック 麹町四丁目6番地8　ダイニチ麹町ビル3階 6261-7405 形成外科、美容外科、美容皮
膚科

紀尾井町メディカルクリニック 麹町五丁目4番地　セタニビルB1 3234-0517 整、リウ、リハ
医療法人社団コンシューマメディカ
ル四ツ谷レディスクリニック 麹町六丁目4番地14　堤ビル2階 3234-5343 内、産、婦

医療法人社団医献会辻クリニック 麹町六丁目6番地1　麹町長尾ビル8階 3221-2551 内、皮、整
紀尾井町
医療法人社団プラタナスあなたのた
めの統合ヘルスクリニック　イーク
紀尾井町

紀尾井町1番3号　東京ガーデンテラス紀尾井町
紀尾井テラス3階 6910-0391 内科、消化器内科（胃腸内科）、

婦人科

紀尾井町医院 紀尾井町1番11号　ウスイ紀尾井町ビル1階 6272-6469 内科、泌尿器科
紀尾井町内科 紀尾井町3番1号　KKDビル1階 6265-6500 内、循内、呼内、アレ
氏家脳神経外科．内科クリニック 紀尾井町3番19号　紀尾井町コートビル202 6261-3307 脳神経外科、内科
麹町眼科 紀尾井町3番19号　紀尾井町コートビル201 3222-0041 眼、内
コハシ文春ビル診療所 紀尾井町3番23号　文芸春秋ビル新館1階 3264-4673 内、呼、消、循
紀尾井町レディースクリニック 紀尾井町3番29号　紀尾井ロイヤルハイツ204 6666-5505 産婦人科
医 療 法 人 社 団ICVS Tokyo Clinic 
V2 紀尾井町4番1号　新紀尾井町ビル2階 3222-0567 内科、外科、放射線科

紀尾井町クリニック 紀尾井町4番1号　ニューオータニビジネスコー
ト7階西 5215-5733 形、美、心内

ホテルニューオータニ診療所 紀尾井町4番1号　ホテルニューオータニ本館地
下1階 3221-4154 内

一般財団法人健康医学協会附属東都
クリニック

紀尾井町4番1号　ホテルニューオータニガーデ
ンタワー 2階 3239-0301

内、整、婦、皮、眼、外、泌、
耳咽、放、消内、循内、糖内、
乳外、呼内、神内、心内、血
内

医 療 法 人 社 団 珠 光 会 BSL-48 
International Clinic

紀尾井町4番1号　ニューオータニガーデンコー
ト1階 3556-1948 内、外

一般財団法人健康医学協会附属粒子
線がん相談クリニック

紀尾井町4番1号　ホテルニューオータニガーデ
ンタワー 1階 3239-0556 内、放

医療法人社団ICVS東京クリニック 紀尾井町4番1号　新紀尾井町ビル4階 3222-0551 内、外
一番町
医療法人社団吉田クリニック　千代
田クリニック 一番町3番地1　グレース一番町1階 6910-0924 精神科

鈴木龍クリニック 一番町3番地1　グレース一番町401 3234-1918 精
医療法人社団Nobisuko　半蔵門の
びすここどもクリニック 一番町4番地16　プルミエール一番町　1階 6261-7540 小児科、児童精神科

医療法人社団ILC会一番町レディー
スクリニック 一番町4番地26　相模屋第5ビル2階 3261-2255 内、心内、整、産婦、皮、リ

ハ、精

HDCアトラスクリニック 一番町5番地3　アトラスビル1階 3234-6060 内、精、心内、呼内、循内、
糖内、内分泌内科

一般財団法人小峰研究所番町小峰ク
リニック 一番町21番地3　ルミナス一番町101号 3221-0521 精

医療法人社団有洸会　三番町クリ
ニック 一番町22番地3　アデックス一番町　1階 5215-5755 内、外

二番町
麹町スキンクリニック 二番町3番地11　VORT二番町8階 6380-9288 内、皮、美皮、アレルギー科

医療法人社団あんしん会四谷メディ
カルキューブ 二番町7番地7 3261-0401

内、外、脳外、泌、婦、放、麻、
乳外、消外、消内、循内、呼
内、胆外、内視鏡外科、女性
泌尿器科、形、糖尿病内科

三番町
医療法人社団ナグモ会ナグモクリ
ニック 三番町3番地10　乳房再建センタービル 6261-3261 外、精、放、婦、乳外、形、美、

整

三番町ごきげんクリニック 三番町8番地1　三番町東急アパートメント1101
号 3237-0072 内
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四番町
ふたばクリニック 四番町4番地22　四番町ビル101号室 6268-9620 内、小、血内
五番町
市ヶ谷駅前診療所 五番町2番地　横山ビル1階 3234-5021 内、消、循、皮
医療法人社団授生会杉村レディース
クリニック 五番町2番地　横山ビルB1階 3264-8686 婦

六番町
スマートクリニック東京 六番町1番地7　K.プラザ2階 6272-8181 内科
六番町耳鼻咽喉科 六番町3番地1　協和ビル3階 3222-4133 耳咽、アレ、内

ナチュラルアート　クリニック 六番町6番地5　六番町アンドロイドビル2階 6256-8448 内、麻酔科、ペインクリニッ
ク内科

常喜医院 六番町7番地1　番町グロリアビル1階 5226-7557 内、皮、小
医療法人社団小川耳鼻咽喉科 六番町7番地36 3230-3319 耳咽、アレ
九段南

だいだいクリニック 九段南一丁目6番17号　千代田会館1階区画B 5213-7377 脳神経外科、脳神経内科、内
科、精神科

九段嵐山クリニック 九段南二丁目4番9号　第3早川屋ビル9階 3234-6670 内、小、整、皮

プルミエールクリニック 九段南三丁目2番12号　エルミタージュタワー 3
階 3222-1070 内、婦

sowaka women's health clinic 九段南三丁目7番8号　 6910-0753 産婦人科、皮膚科
医療法人社団滝医院 九段南四丁目3番1号　 3264-3101 内、胃内、小、糖内
滝クリニック 九段南四丁目3番1号　滝ビルB1 3264-3325 内、皮
医療法人社団大森会クリニカ市ヶ谷 九段南四丁目3番9号　B1、1 ～ 4F 3237-8661 形、美
おおもりクリニック 九段南四丁目3番10号　片山ビル2階 5226-0260 形成外科、美容外科
医療法人社団聡叡会　あすかクリ
ニック

九段南四丁目6番1号　九段シルバーパレス401
号室 3261-5736 内科、漢方内科、精神科

九段南クリニック 九段南四丁目6番11号　九段渋木ビル2F 5213-8869 内
大島眼科医院 九段南四丁目7番13号　市ヶ谷安田ビル2階 3261-4132 眼
日本医科大学呼吸ケアクリニック 九段南四丁目7番15号　JPR市ヶ谷ビル8階 5276-2325 内、呼、アレ
MIZENクリニック市ヶ谷 九段南四丁目7番17号　杉喜ビル6階 6261-7100 内科、精神科、心療内科
健康増進クリニック 九段南四丁目8番21号　山脇ビル5F 3237-1777 内
九段北
九段こころのクリニック 九段北一丁目1番5号　第二中央ビル3階 6256-8397 精神科、心療内科

九段下駅前ココクリニック 九段北一丁目2番1号　九段中央ビル3階 5212-5551 内、精、心内、小、循内、内
分泌・代謝内科

千代田区休日応急診療所 九段北一丁目2番14号　千代田保健所2階 5211-8202 内、小

九段下さくら形成外科・皮膚科 九段北一丁目3番1号　日宝九段下ビル5階 3222-8341 形成外科、皮膚科、小児皮膚
科、美容皮膚科

医療法人社団寿澄九段下駅前まめク
リニック 九段北一丁目3番2号　大橋ビル3階 6256-9273 内科

山本亜希メンタルクリニック 九段北一丁目3番2号　大橋ビル6階 3230-0002 精、心内
後楽園クリニック 九段北一丁目4番4号　九段下ASNビル4階 6272-6508 精神科、心療内科
医療法人社団博心厚生会　ふくろう
クリニック 九段北一丁目10番9号　九段VIGASビル地下1階 5212-1271 腫瘍内科

医療法人社団橅会九段ごみぶちクリ
ニック 九段北二丁目3番1号　九段増田ビル2階 3263-0161 心内、精

一口坂クリニック 九段北四丁目1番5号　市ケ谷法曹ビル地下1階 3221-1919 内、精、神内、皮

市ヶ谷メンタルクリニック 九段北四丁目2番22号　市ヶ谷スポーツプラザビ
ル202号室 6272-4911 精、心内

富士見
関谷クリニック 富士見一丁目2番27号　 3262-3120 内、循
飯田橋メンタルクリニック 富士見二丁目3番10号　飯田ビル4階 3237-5558 内、心内、精、神
飯田橋光洋クリニック 富士見二丁目3番10号　北澤ビル2階 5212-1778 精、心内、内

新見正則医院 富士見二丁目3番10号　飯田ビル5・6階 5357-1943
内科（がん、アレルギー疾患、
不妊治療）、リウマチ科、漢
方小児科

クリニックフォア飯田橋 富士見二丁目7番1号　飯田橋プラーノ1階 6272-9851
内科、皮膚科、アレルギー科、
糖尿病内科、循環器内科、内
分泌内科
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飯田橋駅前さくら坂クリニック 富士見二丁目10番2号　飯田橋グラン・ブルーム　
サクラテラス3階 3239-1112 皮、小皮、アレ、美皮、形

洋洋クリニック 富士見二丁目10番2号　飯田橋グラン・ブルーム
3階 6272-3318 内、小、救

富士見スキンクリニック飯田橋 富士見二丁目11番10号　LEO飯田橋BUILDING
地下1階 6261-7366 皮膚科、アレルギー科、内科

医療法人社団八橋会飯田橋耳鼻咽喉
科医院

富士見二丁目11番10号　LEO飯田橋BUILDING 
6階 3230-1916 耳鼻いんこう科

寺下謙三クリニック 富士見二丁目12番6号　 3511-1501 内、心内
医療法人社団駿昭会小池内科 富士見二丁目13番16号　上田ビル1,2階 3265-0203 内、循内、人内
飯田橋
東京キャンサークリニック 飯田橋一丁目3番2号　曙杉館ビル9階 6380-8031 内
FMC東京クリニック 飯田橋一丁目3番2号　曙杉館2階 3221-0333 産婦
原田メンタルクリニック 飯田橋一丁目5番8号　アクサンビル4階 5212-3335 心内、精

やじまクリニック 飯田橋一丁目8番9号　ニューシティーハイツ飯
田橋201 3261-7853 内、外、循内、小

飯田橋齋藤医院 飯田橋一丁目8番9号　ニューシティハイツ飯田
橋ビル102 5226-0180 内、精、神、心内

医療法人社団糖正会飯田橋メディカ
ルクリニック 飯田橋三丁目4番10号　飯田橋エルシスビル2F 3237-7633 糖内

飯田橋ウエルネスクリニック 飯田橋三丁目6番8号　飯田橋T&Sビル5階 6261-2922 精神科、心療内科
飯田橋春口クリニック 飯田橋三丁目9番3号　SKプラザ2階 5215-1515 外、内
医療法人社団慶洋会ケイアイ飯田橋
クリニック

飯田橋三丁目10番10号　ガーデンエアータワー
2階 5276-2155 内、整

医療法人社団慶翔会飯田橋眼科クリ
ニック

飯田橋三丁目10番10号　ガーデンエアータワー
2階 5276-2722 眼

飯田橋ガーデンクリニック 飯田橋三丁目10番10号　ガーデンエアータワー
2階F号室 5276-2160 心内、神、精

飯田橋レディースクリニック 飯田橋三丁目10番10号　ガーデンエアータワー
2階 3556-8333 産婦

おおたき循環器内科クリニック 飯田橋三丁目11番20号　山田ラインビル2　2階 6261-7045 循環器内科、内科
飯田橋皮膚科スキンクリニック 飯田橋四丁目2番2号　宮下ビル1F 3234-0140 皮
医療法人社団慈仁会　飯田橋小池ク
リニック 飯田橋四丁目4番7号　1階 3221-8858 内、小、皮、循内

飯田橋　肩こりペインクリニック 飯田橋四丁目5番12号　SK飯田橋ビル4階 3512-1374 麻酔科、ペインクリニック内
科

医療法人社団明善会飯田橋榎本クリ
ニック 飯田橋四丁目6番5号　 5276-0601 内、精、心内

医療法人社団高典会飯田橋クリニッ
ク 飯田橋四丁目6番9号　STビル2階 3222-6461 内、形、美、アレ、皮

飯田橋東口内科心療内科診療所 飯田橋四丁目9番9号　第7田中ビル7・8・9階 6260-9863 内科、心療内科、精神科
一ツ橋
パレスクリニック 一ツ橋一丁目1番1号　パレスサイドビル1階 3213-2855 眼、耳咽、皮、内
神田神保町
東京神保町ボイスクリニック耳鼻咽
喉科

神田神保町一丁目2番地12　アイピー第一ビル4
階 6275-0815 耳鼻咽喉科

医療法人社団お茶会　お茶の水循環
器内科 神田神保町一丁目4番地　神保町1-4ビル8階 5577-6513 循環器内科

神保町もりたメンタルクリニック 神田神保町一丁目7番地12　巌松堂ビル3階 5281-0880 精、心内
神保町駅前皮膚科 神田神保町一丁目7番地12　巌松堂ビル6階 5577-3877 皮、小皮、アレ、美皮、形
神保町十河医院 神田神保町一丁目7番地15　源興號ビル4階 5283-8808 内、漢内
n Clinic 神田神保町一丁目10番地1　ALビル7階 5577-6863 内科
ももこころの診療所 神田神保町一丁目16番地3　TSI神保町ビル4階 5282-2556 精神科、心療内科

神保町整形外科 神田神保町一丁目29番地　すずらんビル2階3階
4階 5577-7997 整形外科、リハビリテーショ

ン科

加賀耳鼻咽喉科クリニック 神田神保町一丁目31番地1　加賀耳鼻科ビル1階
2階 3295-3387 耳鼻咽喉科

加賀医院 神田神保町一丁目35番地 3291-9951 内、小
藤谷クリニック 神田神保町一丁目42番地　大矢ビル2階 5577-3345 精、心内

診療所こころとからだの元氣プラザ 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 5210-6620 内、呼内、消内、循内、婦、泌、

精、乳外、漢内、糖内
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エムアンドエムスキンケアクリニック 神田神保町二丁目9番地　神田神保町メディカル
モール3階 3556-8866 皮、形

神保町メンタルクリニック 神田神保町二丁目9番地　神保町メディカルモー
ル5F 3239-5776 精、心内

医療法人社団益生会神保町代謝クリ
ニック

神田神保町二丁目9番地1　神田神保町メディカ
ルモール5階 5210-3412 内、循、消、呼

医療法人社団伸陽会神保町消化器
科・内科

神田神保町二丁目9番地1　神田神保町メディカ
ルモール4階 3515-3171 内、消、胃、心内、アレ

和温クリニック　東京 神田神保町二丁目9番地1　神田神保町メディカ
ルモール4階 3868-3232 内科、循環器内科

神保町皮膚科 神田神保町三丁目2番地　YNビル2階 3262-1778 皮

九段坂内科消化器内科クリニック 神田神保町三丁目2番地3　Daiwa神保町3丁目
ビル1階 3556-7727 内科、消化器内科（胃腸内科）、

外科
ひろばストレスケアクリニック 神田神保町三丁目2番地8　昭文館ビル1階 5357-1577 精神科、心療内科
エムズクリニック九段下 神田神保町三丁目5番地　ニュー徳栄ビル8階 3239-5857 精、神、心内
内山九段クリニック 神田神保町三丁目10番地10　大行ビル4階 3511-1330 形、美、皮
神田三崎町
医療法人社団互酬会水道橋東口クリ
ニック 神田三崎町一丁目3番12号　水道橋ビル9階 3292-1270 内、老内

公益財団法人結核予防会総合健診推
進センター 神田三崎町一丁目3番12号　2F,3F 3292-9215 呼内、内、循内、消内、糖内

水道橋眼科クリニック 神田三崎町二丁目15番6号　K-STAGE2階 3230-6715 眼
公益財団法人神経研究所附属睡眠呼
吸障害クリニック

神田三崎町二丁目18番11号　堀内三崎町ビル2
階 3556-9181 心内、精、神、呼、循、耳咽

医療法人社団誠和堂丸山医院 神田三崎町二丁目20番1号　第二石川ビル5階 3261-9679 耳咽、気食、アレ
医療法人社団弘学会三井弘整形外
科・リウマチクリニック

神田三崎町三丁目6番12号　KDX神田三崎町ビ
ル2階 3221-8030 整、リウ、リハ

西神田

水道橋メディカルクリニック 西神田一丁目4番11号　サンポウ水道橋ビル301
号 3518-6127 内、循

医療法人社団清善会　神保町診療所 西神田二丁目5番5号　ヤスノビル6階HJ号室 内、心内、精、放、呼内
神田駿河台

明治大学　子どものこころクリニック 神田駿河台一丁目1番地 3296-8500 児童精神科、精神科、心療内
科

出版健康保険組合診療所 神田駿河台一丁目7番地 3292-5001 内、皮、眼、耳咽、歯
浜田病院健康クリニック 神田駿河台一丁目7番地4　小畑ビル地下1階 5280-1080 内、外
とちの木通り診療所 神田駿河台一丁目7番地10　YK駿河台ビル1階 5577-2161 精神科、心療内科
アイレッグクリニック 神田駿河台一丁目8番地　タニグチビル5階 5244-5333 小、整外
御茶の水クリニック 神田駿河台一丁目8番地　山口ビル3階 3294-6500 内、精、神、神内

お茶の水血管外科クリニック 神田駿河台二丁目1番地　ヒルクレスト御茶ノ水
5階 5281-4103 外、心外

医療法人財団駿愛会駿河台診療所 神田駿河台二丁目1番地45　ニュー駿河台ビル5
階 3219-1121 内、心内、消内、精、内視鏡

内科、神経内科
医療法人社団滉志会瀬田クリニック
東京

神田駿河台二丁目1番地45　ニュー駿河台ビル3
階 5280-0086 内

B&Jクリニック　お茶の水 神田駿河台二丁目1番地47　廣瀬お茶の水ビル　
5階 5244-5633 整外、リハ

医療法人社団爽和会お茶の水駿河台
クリニック

神田駿河台二丁目1番地47　廣瀬お茶の水ビル
1・2階 5280-9122 内、消内、放射線診断科

医療法人優美会　お茶の水美容形成
クリニック

神田駿河台二丁目2番地4　MPR御茶ノ水駅前ビ
ル9階 6811-7148 形成外科、美容皮膚科、美容

外科、皮膚科
駿河台CSH診療所 神田駿河台二丁目3番地　お茶の水高木ビル6階 3518-9961 内、心内、精
一般社団法人循整会　東京ヒップ
ジョイントクリニック

神田駿河台二丁目3番地14　お茶の水桜井ビル6
階 5931-8700 整形外科、リハビリテーショ

ン科

ユアクリニックお茶の水 神田駿河台二丁目4番地　お茶の水日健ビル3階 3259-1190 内科、循環器内科、リウマチ
科

お茶の水メンタルクリニック 神田駿河台二丁目4番地　お茶の水日健ビル4階 5244-5934 心内、精
三楽病院附属生活習慣病クリニック 神田駿河台二丁目5番地　村田ビルディング5階 3296-7003 内
ひまわりクリニックお茶の水 神田駿河台二丁目6番地11　第87東京ビル5階 5283-6550 眼
医療法人財団日睡会御茶ノ水呼吸ケ
アクリニック 神田駿河台二丁目8番地　瀬川ビルディング3F 3292-3838 内、呼、アレ
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お茶の水健康長寿クリニック 神田駿河台二丁目8番地　瀬川ビル7F 5577-4970 精、内、心内
医療法人社団昌仁醫修会　瀬川記念
小児神経学クリニック 神田駿河台二丁目8番地　瀬川ビル2階 3294-0371 小児科、小児脳神経内科、神

経内科、精神科、内科

東京都信用金庫健康保険組合診療所 神田駿河台二丁目9番地2　信用金庫健保会館2
～ 4階 5280-0561 内、整、皮、眼

駿河台こころのクリニック 神田駿河台三丁目2番地6　A・Plaza御茶の水ビ
ル7階 3257-5678 心内、精

お茶の水セルクリニック 神田駿河台四丁目1番地1　ウエルトンビル2階 6625-5005 整形外科

お茶の水甲状腺クリニック 神田駿河台四丁目1番地2　ステラお茶の水ビル7
階 3295-3160 内科、外科、内分泌内科、内

分泌外科
医療法人社団色空会お茶の水整形外科
機能リハビリテーションクリニック

神田駿河台四丁目1番地2　ステラお茶の水ビル2
階3階4階5階6階 5577-6655 整、リウ、リハ、内

名倉クリニック 神田駿河台四丁目2番地5　御茶ノ水NKビル1階 3251-5171 整、リハ
医療法人社団水聖会メディカルス
キャニングお茶の水

神田駿河台四丁目3番地　新お茶の水ビルディン
グ1階Q区画 5283-6400 内、放

医療法人社団済安堂お茶の水・井上
眼科クリニック

神田駿河台四丁目3番地　新お茶の水ビルディン
グ18.19.20階 3295-0190 眼

神田錦町
医療法人社団遠藤クリニック 神田錦町一丁目8番地　1階 3295-1013 内、消、放
医療法人社団寿会千代田診療所 神田錦町一丁目9番地　東京天理ビル1階 3291-0375 内、放、消内

神田ホリスティックひふ科 神田錦町二丁目1番地5　マストライフ神田錦町1
階 3294-1112 皮膚科、小児皮膚科、美容皮

膚科
ライフ千代田クリニック 神田錦町三丁目16番地　香村ビル5階 5282-5010 内
内藤耳鼻咽喉科医院 神田錦町三丁目16番地3 3291-3422 耳咽
竹橋クリニック 神田錦町三丁目17番地　北の丸ビル1階 3295-5525 皮、内
神保町たねもと眼科 神田錦町三丁目18番地10　浜田ビル1階 5577-2913 眼
神田小川町

医療法人財団相沢会相沢内科 神田小川町一丁目8番地　小川町クレストビル2
階 3255-6969 内、胃、循

医療法人社団フルールあゆみクリ
ニック 神田小川町一丁目10番地3　保坂ビル7階 5577-5253 内、婦

聖文堂医院 神田小川町二丁目2番地8　天下堂ビル3階 5244-5255 内、形、泌、皮膚科、整形外
科、婦人科

東京外科クリニック 神田小川町二丁目6番地　大宮第2ビル2階 5283-8614 外、内、麻

小川町メディカルクリニック 神田小川町二丁目12番地　小川町進興ビルMB1
階 5848-4355 内

メディカクリニック 神田小川町三丁目1番地10　メディカビル4階 050-3734-5576 精神科、心療内科、泌尿器科
医療法人社団のぞみ　聖堂前クリ
ニック 神田小川町三丁目1番地10　メディカビル6階 050-3734-5574 精神科、心療内科

山中　内科・リウマチ科クリニック 神田小川町三丁目6番地9　神田第2アメレックス
ビル8階 5280-1371 内科、リウマチ科

医療法人社団ひのき会証クリニック
神田 神田小川町三丁目8番地　中北ビル2階 3292-7701 漢内、内、漢方消化器内科、

神内、漢精、歯科

はりまメンタルクリニック 神田小川町三丁目24番地1　カスタリアお茶の水
102号室 5281-4800 精神科、心療内科

神田美土代町
医療法人財団福音医療会　神田キリ
スト教診療所 神田美土代町7番地4　東英美土代ビル5階・6階 3294-0808 内科、消化器内科、循環器内

科、泌尿器科、皮膚科
いとうメンタルケアクリニック神田
小川町

神田美土代町9番地7　千代田21ビルディング2
階 5244-5215 心療内科、精神科

公益財団法人国際全人医療研究所　
千代田国際クリニック 神田美土代町11番地8　SK美土代町ビル6階 5577-2070

内科、循環器内科、内分泌内
科、代謝内科、心療内科、精
神科、麻酔科、整形外科

内神田
あさのクリニック 内神田一丁目15番12号　内神田サトウビル4階 6275-0987 内科、外科、皮膚科

医療法人社団裕健会神田クリニック 内神田二丁目4番1号　神田メディカルビル地下1
階、2～ 8階 3252-0621 内、循内、整、消内、皮、糖

尿病内科（代謝内科）
医療法人社団アネモス会荻本医院 内神田二丁目7番14号　山手ビル3号館4F 3255-4730 内、心内、精、神

医療法人社団神田診療所 内神田二丁目8番14号　高橋ビル1・2階 3256-0086 内、胃内、消内、循内、呼内、
小

島田内科 内神田二丁目11番1号　島田ビル9階 3252-0121 内、循
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医療法人社団芳雅会　内神田皮膚科 内神田二丁目13番7号　石原ビル1階 6260-9515 皮
千代田パラメディカルケアークリ
ニック 内神田三丁目3番5号　中信ビル2階 5297-5548 内

神田駅西口メンタルクリニック 内神田三丁目12番4号　第一岸ビル2階 5209-0874 精、心内、神

神田西口クリニック 内神田三丁目12番4号　第一岸ビル3階 5577-5472 内科、泌尿器科、皮膚科、美
容皮膚科

医療法人社団みどり会神田眼科診療
所 内神田三丁目13番2号　松尾ビル3階 3251-1610 眼

神田駅前クリニック内科 内神田三丁目13番2号　松尾ビル5階 6285-2822 内科、神経内科
医療法人社団久響会あいクリニック
神田 内神田三丁目14番8号　ニシザワビル5階 3253-2100 心内、精

医療法人社団たいな　三木内科クリ
ニック 内神田三丁目14番8号　ニシザワビル1階 5298-4120 内科、呼吸器内科、消化器内

科、アレルギー科
医療法人社団久響会　あいクリニッ
ク神田分院 内神田三丁目14番8号　ニシザワビル6階 5289-7290 精神科、心療内科

医療法人社団敬雅会山根耳鼻咽喉科 内神田三丁目16番4号　吉和ビル2階 5298-7877 耳咽
神田北口診療所 内神田三丁目20番3号　小鍛冶ビル4階 050-5840-6565 内
神田多町
医療法人社団弘冨会神田東クリニック 神田多町二丁目1番地　神田東山ビル5階 5298-3322 精、神内、心内、内、小
神田痛みのクリニック 神田多町二丁目2番地5　佐藤ビル1階2階 6260-9710 内科、麻酔科
神田多町クリニック 神田多町二丁目7番地　大橋ビル1階 内科、放射線科
奥田医院 神田多町二丁目9番地 3254-0701 内、外、小、循、胃、放
神田淡路町
神田淡路町メンタルクリニック 神田淡路町一丁目4番地　国土淡路町ビル4階 3525-4357 精、心内

河内クリニック 神田淡路町一丁目9番地1　ニューお茶の水ビル
301 3252-8225 神、内、皮、精

まなメンタルクリニック　新御茶ノ水 神田淡路町一丁目11番地8　淡路町UKビル3階 3526-2613 心療内科、精神科、内科
医療法人社団亮友会大塩医院 神田淡路町二丁目6番地2　1・2階 3251-6878 内、消内、アレ
医療法人財団神尾記念病院附属聴覚
クリニック

神田淡路町二丁目21番地11　山崎ビル2階3階4
階 3253-3351 耳鼻咽喉科

医療法人社団清湘会聖橋クリニック 神田淡路町二丁目105番地　ワテラスアネックス
5階 5298-8612 内、腎内、糖内、循内、消内、

血外、人内、内視鏡外科
神田須田町
淡路町眼科 神田須田町一丁目2番地7　淡路町駅前ビル2階 3526-6086 眼
てとあしの血管クリニック東京 神田須田町一丁目5番地10　相鉄万世橋ビル1階 5289-0072 血外
雪月花メディカルクリニック秋葉原
中央通診療所 神田須田町一丁目7番地8　秋葉原シグマビル1階 3525-8025 内、皮、アレルギー科、循環

器内科、漢方内科
あたまと体のヘルスケアクリニック
神田

神田須田町一丁目10番地42　エスペランサ神田
須田町2階 3254-0056 脳神経外科、内分泌内科

東京神田健康クリニック 神田須田町一丁目24番地10　大東京ビル3階 6206-0693 内科、整形外科、消化器内科

神田すこやかクリニック 神田須田町一丁目30番地1　パークホームズ千代
田淡路町104 6206-0153 内科

医療法人社団聖水会小笠原クリニック 神田須田町二丁目6番地　坂下ビル7～ 9階 3254-1199 内
たけ内科　秋葉原神田 神田須田町二丁目6番地10　第1内田ビル2階 5296-8181 内科、感染症内科
しぶや甲状腺クリニック 神田須田町二丁目13番地12　秋芳ビル4階 5207-2484 内科、外科
外神田
医療法人社団イースト会　秋葉原
イースト駅前クリニック 外神田一丁目14番7号　秋葉原野村ビル7階 5295-1851 皮膚科、泌尿器科

医療法人社団友好会秋葉原メディカ
ルクリニック 外神田一丁目16番9号　朝風二号館ビル6階 3255-8805 内、婦、乳外、漢内、放、心

内
医療法人社団やよい会秋葉原腎クリ
ニック 外神田一丁目16番9号　朝風二号館ビル2階 3251-5215 内

AGAスキンクリニック秋葉原院 外神田一丁目18番19号　新秋葉原ビル3階 3526-5133 頭部皮膚科、美容皮膚科
寺井クリニック 外神田二丁目2番19号　丸和ビル1階 5207-7116 消化器内科（胃腸内科）、内科
明神下青木皮膚科 外神田二丁目3番6号　KITAHARAビル2階 3251-3666 皮

秋葉原フロンティアクリニック 外神田二丁目3番7号　アーバンファーストビル2
階 6206-4420 形

秋葉原内科saveクリニック 外神田二丁目10番3号　ソカロアキバ2階 6206-0903 内科、皮フ科、胃腸内科、消
化器内科、精神科、小児科

医療法人社団林内科クリニック 外神田二丁目17番4号　ビルデンス石村202 3253-1536 内、小
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医療法人社団正誠会林医院 外神田三丁目7番1号　1階・2階 3253-7436 内、肛、外、皮、消
医療法人社団則由会　AGAヘアク
リニック秋葉原院

外神田三丁目12番8号　住友不動産秋葉原ビル9
階 0120-8219-55 皮

秋葉原スキンクリニック 外神田四丁目6番7号　カンダエイトビル2階　3
階 5833-1212 皮、美皮

リバティークリニック 外神田四丁目7番1号　リバティー 11号館　5・
6階 6384-0041 美容皮膚科

ユアクリニック秋葉原 外神田四丁目9番2号　千住ビル4階 3256-1180 小児科、内科

末広町ヒライ耳鼻咽喉科 外神田五丁目2番3号　アソルティ末広町　1階 3836-3387 耳鼻いんこう科、アレルギー
科、小児耳鼻咽喉科

明神下診療所 外神田五丁目2番7号　外神田下村ビル2階 5816-3110 精、神内
雪月花メディカルクリニック秋葉原
診療所 外神田六丁目14番2号　サカイ末広ビル7階B室 5812-5301 内、皮、心内、精、アレルギー

科
鍛冶町
田辺耳鼻咽喉科医院 鍛冶町一丁目7番1号 3251-9661 耳咽
医療法人社団三貴会耳鼻いんこう科
クリニカ神田 鍛冶町一丁目8番1号　SRビル2階 3256-4965 耳咽

東京ビジネスパーソンズクリニック 鍛冶町一丁目8番3号　神田91ビル1階 6206-4484 内、皮

神田医院 鍛冶町一丁目8番6号　神田KSビル2F 3252-8896 内、循内、消内、皮、心内、精、
女内、性感染症内科

二宮内科クリニック 鍛冶町一丁目9番1号　第二大久保ビル3階 3254-5007 内、リウ、アレ、糖内
こばなわ神田整形外科 鍛冶町二丁目2番9号　第二登栄ビル6階 5297-2462 内、整、放、リウ、リハ
和田耳鼻咽喉科 鍛冶町二丁目2番9号　第二登栄ビル4階 3255-1187 耳咽
広川眼科 鍛冶町二丁目2番9号　第二登栄ビル4階 3256-3839 眼

医療法人社団　金匱会診療所 鍛冶町二丁目2番9号　第二登栄ビル8階 5244-4568 内科、漢方内科、婦人科、小
児科

神田美容外科形成外科医院 鍛冶町二丁目7番2号　後藤ビル7階 3257-0111 美、形、外、整、泌、麻
ABCクリニック美容外科神田院 鍛冶町二丁目7番2号　神田駅前ビル6階 5207-9210 美

神田鈴木皮膚科 鍛冶町二丁目8番6号　メディカルプライム神田5
階 5298-1255 皮

ココロモクリニック神田 鍛冶町二丁目8番6号　メディカルプライム神田5
階 3254-5560 精神科、心療内科

神田ウィメンズクリニック 鍛冶町二丁目8番6号　メディカルプライム神田6
階 6206-0065 生殖医療婦人科、婦人科

神田駅東口クリニック 鍛冶町二丁目8番6号　メディカルプライム神田2
階 6271-7916 内科、小児科

東京神田整形外科クリニック 鍛冶町二丁目8番6号　メディカルプライム神田3
階 5295-2020 整形外科、リハビリテーショ

ン科
イワサキクリニック東京 鍛冶町二丁目9番5号　東園ビル3階 3256-0055 アレ
神田鍛冶町
ベスリクリニック 神田鍛冶町三丁目2番地　サンミビル5、7、8階 5295-7555 内、神内、心内、精

あいだ希望クリニック 神田鍛冶町三丁目4番地　oak神田鍛冶町ビル2
階 3254-1124 婦（生殖医療）・泌

岩本町
瀬木診療所 岩本町一丁目7番1号　瀬木ビル3階 3866-7313 内、皮
東京金属事業健康保険組合診療所 岩本町一丁目11番11号　1～ 3階 3863-7761 内
医療法人社団医新会　神田医新クリ
ニック 岩本町二丁目2番13号　1～ 7階 5833-3240 内、泌、胃、肛、理学診療科

岩本町クリニック 岩本町三丁目4番1号　廣瀬ビル地階 3863-8600 内、小、リウ、皮、外、整、
産婦、眼、耳、麻

医療法人社団愛明会岩本町医院 岩本町三丁目4番1号　廣瀬ビル2階 3851-4841 内、循、消、皮、外
神田東松下町
医療法人社団仁成守会　秋元医院 神田東松下町19番地　秋元ビル1階2階 5297-5888 内、循内、泌
神田岩本町
さくらの木クリニック秋葉原 神田岩本町1番地　清水ビル2階 3255-3960 心内、精
医療法人社団鈴森内科クリニック 神田岩本町1番地　岩本町ビル4階 3253-7081 内、糖内
秋葉原のだ眼科 神田岩本町1番地5　清水ビル4階 6206-0026 眼、皮
エス・セットクリニック 神田岩本町1番地5　清水ビル7階 6262-0745 泌尿器科（生殖医療）
秋葉原あつたアレルギー呼吸器内科
クリニック 神田岩本町1番地5　清水ビル6階 3253-4159 呼吸器内科、アレルギー科、

内科
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EKIクリニック 神田岩本町1番地14　KDX秋葉原ビル地下1階 6206-0710 内、皮、整

神田和泉町
金沢耳鼻咽喉科医院 神田和泉町1番地1-7　和泉ビル2階 3866-8787 耳咽

医療法人社団和平会坪井医院 神田和泉町1番地13-12　ファベルハウス2階 3866-7815 消内、循内、小、外、心内、
皮

神田佐久間町

東京中央美容外科　秋葉原院 神田佐久間町一丁目13番地　チョムチョム秋葉
原8階 6260-7070 美容外科、美容皮膚科、皮膚

科、形成外科
秋葉原美容クリニック 神田佐久間町一丁目21番地　鳥山ビル3階 6260-8374 美容外科、皮膚科、泌尿器科
医療法人社団上桜会ゆうメンタルク
リニック秋葉原院 神田佐久間町二丁目1番地　大原ビル2階 3863-8882 精、心内、神内・児童精神科

医療法人社団碧桜秋葉原駅クリニック 神田佐久間町二丁目1番地　大原ビル4F 5835-2860 内科、神内、呼吸器内科、ア
レルギー科、リウマチ科

医療法人社団順成会　いずみレディ
スクリニック 神田佐久間町二丁目18番地5　アークビル6階 3862-7733 婦

医療法人社団安緑会秋葉原内科内視
鏡クリニック 神田佐久間町二丁目18番地5　アークビル8階 5823-4232

消化器内科、内科、内視鏡内
科、泌尿器科、性感染症内科、
胃腸内科

やさしい美容皮膚科・皮フ科　秋葉
原院

神田佐久間町二丁目18番地5　アークビル5階・
9階 5825-5899 美容皮膚科、皮膚科

秋葉原中央クリニック 神田佐久間町二丁目20番地　翔和秋葉原ビル2階 5822-1661 美容外科、形成外科

秋葉原DEM内科クリニック 神田佐久間町三丁目28番地　星野ビル2階 5846-9876 内科、糖尿病内分泌内科、代
謝内科

医療法人社団順真会しのみやクリ
ニック

神田佐久間町三丁目37番地59　マルチーノビル
3階,4階 5687-1516 精、神、心内、内、小

神田平河町
秋葉原メンタルクリニック 神田平河町4番地　渡辺ビル6階 5833-6852 精、心内
神田松永町
秋葉原ガーデンクリニック 神田松永町11番地　AT第一ビル7階 5298-7687 心内、精
神田花岡町
小川眼科秋葉原 神田花岡町1番地1　ヨドバシAkibaビル7階 3258-8500 眼、小児眼科
神田佐久間河岸
医療法人社団東仁会秋葉原いずみク
リニック

神田佐久間河岸50番地3　朝風染常共同ビル4・
5階 3866-8432 人内

神田練塀町
医療法人社団友好会　秋葉原メディ
カルクリニック　アネックス 神田練塀町68番地　ムラタヤビル4階 5298-2025 内

医療機関名 所在地 電話番号
丸の内
海上ビルデンタルクリニック 丸の内一丁目2番1号　東京海上日動ビル新館3階 3213-8241
丸の内歯科診療所 丸の内一丁目2番1号　東京海上日動ビル本館地下一階 3214-3583
医療法人社団浩昭会丸の内永楽ビル歯科クリニック 丸の内一丁目4番1号　丸の内永楽ビルディング地下1階B121区 6273-4020
野口デンタルクリニック 丸の内一丁目4番5号　三菱UFJ信託銀行本店1階105区 3212-6847
新丸ビル10階歯科 丸の内一丁目5番1号　新丸の内ビルディング10階 3271-5811
藤野歯科医院 丸の内一丁目5番1号　新丸の内ビルディング11階1119区 3213-2622
医療法人社団富泉会丸の内センタービル歯科 丸の内一丁目6番1号　丸の内センタービル1階 3216-9750
丸の内デンタルオフィス 丸の内一丁目8番1号　丸の内トラストタワーN館202 5220-5501
グラントウキョウスワン歯科・矯正歯科 丸の内一丁目9番2号　グラントウキョウサウスタワー 2階 6206-3385
医療法人社団浩昭会パシフィックセンチュリープ
レイス丸の内デンタルクリニック

丸の内一丁目11番1号　パシフィックセンチュリープレイス丸の
内203 5221-8241

岸本ビル歯科 丸の内二丁目2番1号　岸本ビルヂング2階203号室 6206-3910
バトラー歯科医院 丸の内二丁目4番1号　丸の内ビルディング11階1104区 3212-1056
医療法人社団東杏会丸ビル歯科 丸の内二丁目4番1号　丸の内ビルディング11階1101区外 3201-4617
医療法人社団徳新会国際ビル歯科 丸の内三丁目1番1号　国際ビル地下1階 3214-7766
丸の内帝劇デンタルクリニック 丸の内三丁目1番1号　帝劇ビル地下2階 5220-2511

歯科診療所
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医療法人社団市橋会市橋デンタルクリニック 丸の内三丁目3番1号　新東京ビル地下1階B136区 3211-2848
医療法人社団輔珊会新東京ビル歯科クリニック 丸の内三丁目3番1号　新東京ビル3階331区 3211-8036
井上歯科医院 丸の内三丁目4番2号　新日石ビル9階 3211-7025
大手町
Otemachi One Dental Office 大手町一丁目2番1号　Otemachi One　地下1階　B102-1 6268-0882
医療法人社団近藤歯科医院 大手町一丁目3番2号　大手町カンファレンスセンター B1F 3212-8211
大手町デンタルクリニック 大手町一丁目5番1号　大手町ファーストスクエアWEST1階 3216-2220
松翁会歯科診療所 大手町一丁目5番5号　大手町タワー地下1階 3201-3225
医療法人愛育会大手町ビル歯科 大手町一丁目6番1号　大手町ビル1階 3201-0648
医療法人社団　日坂会　東京大手町歯科クリニック 大手町一丁目7番1号　読売新聞ビル1階 3271-6480
東京サンケイビル内中村歯科医院 大手町一丁目7番2号　東京サンケイビルB1階 3510-0118
大手町朝日歯科 大手町一丁目8番1号　KDDI大手町ビル1階 3270-5820

大手町フィナンシャルシティ境デンタルクリニック 大手町一丁目9番4号　大手町フィナンシャルシティノースタ
ワー 4階 3241-1518

大手町野村ビルデンタルクリニック 大手町二丁目1番1号　大手町野村ビル地下1階 0120-900-788
医療法人社団明裕会新大手町ビル歯科医院 大手町二丁目2番1号　新大手町ビルヂング1階 3548-8362
医療法人社団ITS大手町プレイス歯科 大手町二丁目3番1号　大手町プレイスB1F 5353-0418
内幸町
医療法人社団協立歯科　クリニークデュボワ 内幸町一丁目1番1号　帝国ホテルタワー 4階 3509-1651
名執歯科 内幸町一丁目1番1号　帝国ホテルタワー 5階C4 3503-1180
名執歯科インペリアルタワー 内幸町一丁目1番1号　帝国ホテルタワー 5階D1 3503-1190
医療法人社団日瑞会長谷川歯科医院 内幸町一丁目2番2号　日比谷ダイビル2階 3591-8636
4Dデンタルオフィス 内幸町二丁目1番1号　飯野ビルB111区画 6268-8834
歯科オノザワ 内幸町二丁目2番1号　日本プレスセンタービル地下1階 3506-8241
日比谷公園前歯科医院 内幸町二丁目2番2号　富国生命ビル地下1階B108号室 5510-5550
医療法人社団北欧会弘岡歯科医院 内幸町二丁目2番3号　日比谷国際ビルヂング3階311区 3503-4188
有楽町
小林歯科 有楽町一丁目1番2号　東京ミッドタウン日比谷5階 3593-1007
医療法人社団白正会ティースアートデンタルクリ
ニック 有楽町一丁目2番2号　東宝日比谷ビルB1階 3503-4618

医療法人社団有心会　クリア歯科　東京院 有楽町一丁目2番12号　ダイハツ有楽町ビル3階 6457-9030
おやしらず日比谷歯科口腔外科 有楽町一丁目6番3号　日比谷頴川ビル4階 6273-3604
中広デンタルクリニック 有楽町一丁目6番5号　くえびこビル3階 3591-5822
医療法人社団興裕会青木歯科医院 有楽町一丁目6番10号　スクワール日比谷ビル7階A室 3507-3260
有楽町デンタルオフィス 有楽町一丁目7番1号　有楽町電気ビルヂング北館3階304区 3287-3666
有楽町電気ビル高橋歯科 有楽町一丁目7番1号　有楽町電気ビル地下1階 3215-8241
医療法人社団慧和会有楽町ビル岡デンタルクリ
ニック 有楽町一丁目10番1号　有楽町ビル4階 3213-8034

高橋歯科 有楽町一丁目12番1号　新有楽町ビル地下1階 3216-4868
福石歯科医院 有楽町二丁目3番6号　マスヤビル3階 5537-0460
医療法人社団マリア会有楽町ホワイトホワイトデ
ンタルクリニック 有楽町二丁目5番1号　ルミネ有楽町ルミネ1-8階 5220-5624

酒井歯科 有楽町二丁目10番1号　東京交通会館3階 3212-2886
霞が関
小林歯科医院 霞が関一丁目4番1号　日土地ビル1階 3591-2804
霞が関歯科クリニック 霞が関三丁目2番3号　霞が関コモンゲートアネックス1階 3502-3007
吉田歯科医院 霞が関三丁目2番5号　霞が関ビル3階330号室 3581-7766
医療法人社団霞が関明皓会山口歯科室 霞が関三丁目2番5号　霞が関ビル3階306号室 3581-9191
永田町
参議院第二別館内歯科診療所 永田町一丁目11番16号　参議院第二別館 3581-3111
衆議院第二議員会館歯科診療室 永田町二丁目1番2号　衆議院議員会館第二議員会館地下2階 3581-5618
医療法人社団尚凛会どひ歯科衆議院議員会館クリ
ニック 永田町二丁目2番1号　衆議院議員会館新第一議員会館地下2階 3581-5111

医療法人社団しおん緑山会古市歯科医院 永田町二丁目11番1号　山王パークタワー 25階2514区 5501-3205
松尾歯科医院　山王パークタワー診療所 永田町二丁目11番1号　山王パークタワー 25階 3539-8201
医療法人社団東杏会山王グランドビル歯科 永田町二丁目14番2号　山王グランドビル地下1階 3581-7071
赤坂見附プラザ歯科 永田町二丁目14番3号　赤坂東急ビル4階 6206-1503
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隼町
プラスデントクリニック 隼町2番12号　藤和半蔵門コープ204号室 3261-1337
半蔵門スマイルライン矯正歯科 隼町3番19号　隼東幸ビル2階 6261-0600
平河町
半蔵門デンタルオフィス 平河町一丁目1番1号　平河町コート101 3239-4182
医療法人社団翠聖会パール歯科医院 平河町一丁目1番8号　麹町市原ビル1階 3221-1199
清遠歯科医院 平河町一丁目2番12号　シェーン平河町ビル1階 3263-4677
平河町デンタルクリニック 平河町一丁目4番5号　平和第一ビル1階 5276-0648
医療法人社団賢誠会　土屋歯科クリニック 平河町一丁目4番12号　三信平河町ビル1階 3288-0157
林歯科 平河町一丁目5番4号　平河町154ビル3階 6261-3988
こいで歯科医院 平河町一丁目7番16号　ビュロー平河町102 3234-6480
おくぞの歯科クリニック 平河町一丁目7番20号　平河町辻田ビル1階 3556-7228
米澤歯科 平河町一丁目8番9号　半蔵門KPビル2階 3288-1896
医療法人財団益習会赤坂歯科診療所 平河町二丁目6番3号　都道府県会館地下1階 3265-3902
麹町
千代田歯科医院 麹町一丁目3番地　ダイアン麹町ビルB1F 3261-5709
半蔵門ファミリア矯正歯科医院 麹町一丁目6番地6　プルミエ麹町ビル3F 6272-9737
歯科おがたクリニック 麹町一丁目6番地6　プルミエ麹町ビル2F 3288-7243
医療法人社団恒成会石塚歯科クリニック 麹町一丁目7番地　フェルテ麹町　2階 5275-5361
半蔵門歯科医院 麹町一丁目10番地　麹町広洋ビル2階 3234-1388
半蔵門ブレイス歯科 麹町二丁目2番地16　ダブルリーブス半蔵門3F 5214-4008
デンタルサロン麹町 麹町二丁目4番地　麹町鶴屋八幡ビル2階 6268-9810
クボタデンタルオフィス 麹町二丁目6番地5　麹町ECKビル7階 3262-0608
榎本歯科医院 麹町二丁目7番地　榎本ビル2階 3261-9482
岡口歯科クリニック 麹町二丁目12番地1　グランアクス麹町201 3239-5139
川名歯科 麹町二丁目12番地6　ミツリ麹町ビル1階102号室 3262-8069
医療法人社団慈恵会アイデンタルオフィス 麹町三丁目1番地7　東京ビル3階 5216-6788
上條歯科医院 麹町三丁目4番地7　啓ビル8階 3239-0850
麹町えりデンタルクリニック 麹町三丁目7番地8　麹町山口ビル2階 6256-8866
医療法人社団済民会西脇ビル歯科医院 麹町四丁目1番地4　西脇ビル2階 3265-8436
医療法人社団恵雄会麹町デンタルクリニック 麹町四丁目3番地　紅谷ビル3階 3239-1888
医療法人社団楽歯会　設楽歯科医院 麹町四丁目3番地4　宮ビル1階 3288-3751
関谷歯科医院 麹町四丁目4番地　山崎ビル1階 3263-6652
津田デンタルクリニック 麹町四丁目4番地3　ピネックス麹町1階 5357-1066
佐々木歯科医院 麹町四丁目4番地6　麹町4丁目小倉ビル7階 3263-9230
オプティマスデンタルクリニック麹町 麹町四丁目8番地1　麹町クリスタルシティ地下2階 6256-8256
医療法人社団NDO　初谷歯科医院 麹町五丁目3番地14　ヒルトップハウス2階 3262-8206
麹町共栄歯科 麹町六丁目2番地　麹町6丁目ビル3階 3238-1678
医療法人社団新生会麹町歯科医院 麹町六丁目2番地　ニュー弥彦ビル1階 5215-6001
堀歯科医院 麹町六丁目2番地1　麹町サイトビル2階 5226-0841
新原歯科医院 麹町六丁目6番地1　麹町長尾ビル3F 6272-6579
紀尾井町
医療法人社団白翔会　東京ガーデンテラス紀尾井
町　歯科 紀尾井町1番3号　紀尾井テラス1階 6256-8214

医療法人社団研裕会紀尾井町プラザクリニック歯
科・美容外科 紀尾井町3番12号　紀尾井町ビル2階 3237-6701

医療法人社団アイ・ティ会　武田歯科医院 紀尾井町3番12号　紀尾井町ビル2階E号 3237-5755
ナルミデンタルクリニック 紀尾井町3番32号　紀尾井ビル1階 3265-0995
大山歯科 紀尾井町4番1号　ホテルニューオータニザ・メイン地下1階 3265-7587
バジルデンタルクリニック　ニューオータニガー
デンコート 紀尾井町4番1号　ニューオータニガーデンコート2階 6261-4182

田北デンタルクリニック 紀尾井町4番1号　ニューオータニガーデンコート7階 5276-5001
一番町
ホワイトデンタルオフィス半蔵門 一番町4番地22　プレイアデ一番町1階 6261-6820
一番町小川歯科クリニック 一番町6番地1　ロイアル一番町A104 6256-8803
一番町矯正歯科 一番町8番地13-2 6268-9772
まさる歯科医院 一番町9番地7　一番町村上ビル1階 3262-3336
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番町美容歯科 一番町9番地14　ユニパリス一番町301・302 3262-4618
医療法人社団慧諒会河野歯科一番町デンタルオ
フィス 一番町10番地2　一番町Mビル1階 3222-5414

いきいきプラザ一番町歯科診療所 一番町12番地　いきいきプラザ一番町3階 3265-6131
半蔵門サニー歯科 一番町19番地1　麹町サニーマンション109号 6272-3911
医療法人社団藍茜会小宮山歯科医院 一番町27番地4　開新堂ビル4階 5275-5766
二番町
医療法人社団聖会大串歯科医院 二番町5番地　麹町駅プラザ2階 3230-2075
福田矯正歯科 二番町9番地10　タワー麹町2階 3234-4633
歯科矢田クリニック 二番町11番地　花ビル1階 3239-2757
番町オーラルサージャリーデンタルクリニック 二番町11番地20　ミュージアム1999　二番町ビル2階 5213-8286
三番町
愛知歯科医院 三番町6番地26　住友不動産三番町ビル2階 3261-5861
医療法人社団エチカ番町デンタルクリニック 三番町7番地1　朝日三番町プラザ101号 3237-8998
花泉歯科医院 三番町7番地2　ヴィラロイヤル三番町101号室 5213-4131
四番町
小林歯科クリニック 四番町8番地　東郷パークビル5階 3239-5933
五番町
医療法人社団峰瑛会　市ヶ谷番町歯科クリニック 五番町2番地　横山ビル2階 5212-7447
医療法人社団アークブレーンズアーク歯科クリ
ニック市ヶ谷オフィス 五番町5番地1　第8田中ビル3階 3222-4618

医療法人社団グリーンデンタルクリニク 五番町5番地6　ビラカーサ五番町104・105号室 3261-0418
つげ歯科五番町クリニック 五番町6番地4　グレイス五番町ビル5階501号室 6272-5818
医療法人社団美笑会メグミデンタルクリニック 五番町12番地　ドミール五番町1-031号 3556-8228
六番町
医療法人社団アークブレーンズアーク歯科クリ
ニック番町オフィス 六番町1番地5　布江ビル1階 5212-4618

九段南
医療法人社団タカラ会九段下歯科クリニック 九段南一丁目4番5号　文祥九段ビル3階 3221-6565
りょうきデンタルオフィス 九段南二丁目3番11号　青葉ビル別館1階 5212-7301
九段デンタルクリニック 九段南二丁目4番13号　九段光ビル1階 6265-6075
医療法人社団至誠会イーライン矯正歯科 九段南二丁目5番7号　キンダービル1,2,3階 3264-8814
国光歯科医院 九段南三丁目5番2号　宝タワービル2階 3264-7024
近藤歯科医院 九段南三丁目5番14号　国総ビル1階 3263-1167
熊谷歯科医院 九段南三丁目8番13号　丸中ビル2階 3511-4181
エスデンタルオフィス 九段南三丁目9番14号　第32荒井ビル1階 6272-6464
田中歯科医院 九段南四丁目3番7号　 3261-6996
市ヶ谷コンシェル歯科クリニック 九段南四丁目6番11号　九段渋木ビル3階 3264-8241
ナルセ歯科 九段南四丁目7番5号　パーク・ノヴァ九段101 3261-7712
大野歯科医院 九段南四丁目7番16号　市ヶ谷KTビル2階 5276-5595
九段ブルー歯科 九段南四丁目7番24号　トゥーラント88ビル　201 6256-8241
市ヶ谷歯科クリニック 九段南四丁目8番27号　重盛ビル3階 3239-5056
医療法人社団慎和会加藤歯科 九段南四丁目8番33号　サウサリート九段1階地下1階 3264-4448
九段北
加部歯科医院 九段北一丁目2番1号　九段中央ビル2F 3261-1569
千代田区休日応急歯科診療所 九段北一丁目2番14号　千代田保健所2階 5211-8203
ユタカ歯科． 九段北一丁目3番1号　日宝九段下ビル2F 3239-8255
医療法人社団スタデンスターデンタルクリニック 九段北一丁目3番3号　九段下東急真サクラビル2階 5211-5880
村尾歯科 九段北一丁目4番4号　高橋ビル2階 3238-1877
掛田歯科医院 九段北一丁目4番5号　東英九段ビル4階 3237-7057
医療法人社団清歯会山田清歯科医院 九段北一丁目12番4号　徳海屋ビル1階 3262-8450
九段北歯科 九段北四丁目1番5号　市ケ谷法曹ビル地下1階 3288-2962
新見附デンタルクリニック 九段北四丁目3番15号　 3261-5949
市ヶ谷・九段北歯科口腔外科クリニック顎関節研
究所 九段北四丁目3番21号 3264-3663
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富士見
井上歯科医院 富士見一丁目3番12号 3261-0328
小林歯科医院 富士見二丁目3番1号　信幸ビル4階 3261-1430
飯田橋サンシャイン歯科 富士見二丁目4番7号　247ビル2階 5276-9090
南部歯科医院 富士見二丁目6番9号　雄山閣ビル1階 3264-0850
ウテツ・デンタルクリニック 富士見二丁目7番2号　飯田橋プラーノモール207 3265-0039
医療法人社団すみれ会サクラパーク野本歯科 富士見二丁目10番2号　飯田橋グラン・ブルーム313 3556-4182
医療法人社団MEDIQOLデンタルオフィス飯田橋 富士見二丁目11番10号　レオ飯田橋ビル2階 6272-4616
飯田橋
六川歯科医院 飯田橋一丁目10番1号　2F 3261-3812
九段セントラルビル歯科 飯田橋二丁目1番4号　九段セントラルビル903・904 5276-9393
前島歯科医院 飯田橋三丁目5番1号　東京区政会館1F 3234-6485
2in1デンタルクリニック 飯田橋三丁目9番3号　SKプラザ1階 6268-9751
スマイル歯科・矯正歯科 飯田橋四丁目1番11号　信濃ビル2階 3237-0757
歯科松江医院 飯田橋四丁目5番13号　杉山ビル2階 3261-7187
飯田橋歯科クリニック 飯田橋四丁目5番16号　飯田橋コアビル3階 3288-5253
医療法人社団フェイス会しばやま歯科診療所 飯田橋四丁目7番11号　カクタス飯田橋ビル1階101号室 3262-2028
一ツ橋
医療法人親光会パレスサイドビル歯科 一ツ橋一丁目1番1号　パレスサイドビル地下1階 3213-2676
神田神保町
駿河台・デンタルオフィス 神田神保町一丁目2番地3　水野ビル5階 3219-0525
加賀山歯科 神田神保町一丁目9番地　稲垣ビル5階 3294-6271
神保町矯正歯科クリニック 神田神保町一丁目10番地1　IVYビル3階 5577-6475
医療法人社団Smile plus　ナチュラル・スマイル・
デンタルクリニック 神田神保町一丁目37番地3　B-WALL神保町ビル1階 5281-0080

ノグチ歯科医院 神田神保町一丁目41番地1　三省堂第二ビル3階 3295-1727
神保町タワー歯科・矯正歯科 神田神保町一丁目103番地　東京パークタワー 106 6883-5838
神保町デンタルクリニック 神田神保町二丁目2番地　神田ビル2階 5213-5217
あんどう歯科口腔外科 神田神保町二丁目7番地　山本ビル2階A号室 3221-1971
医療法人社団審和会カズ矯正歯科 神田神保町二丁目9番地　神田神保町メディカルモール2階 3512-4188
トシデンタルクリニック 神田神保町二丁目9番地　神田神保町メディカルモール2階 3237-8241
飯塚歯科 神田神保町二丁目14番地　魚住ビル2階 5275-0677
医療法人社団すみれ会野本歯科医院 神田神保町二丁目19番地1　リーガルタワー神保町1階 5276-5454
黒岩歯科 神田神保町二丁目24番地　神保町KNビル3階 3239-2505
今村歯科医院 神田神保町二丁目38番地　岩田ビル2階 3288-0269
医療法人社団立誠会岡村デンタルクリニック 神田神保町三丁目2番地1　サンライトビル2階、地下1階 3237-1817
高橋歯科医院 神田神保町三丁目17番地　ヨシダFGビル1階 3264-6808
神田三崎町
医療法人　孔歯会　CAT矯正歯科suidobashi 神田三崎町二丁目8番12号　鳳書院ビル2階 3239-0333
スクエアクリニック・デンタル 神田三崎町二丁目9番12号　弥栄ビル3階 6272-8787
大曽根歯科医院 神田三崎町二丁目19番9号　2階 3264-8189
チヨダオーラルヘルスケアクリニック 神田三崎町二丁目20番7号　305及び306号室 3288-8801
田辺歯科クリニック 神田三崎町二丁目21番10号　渡辺ビル2階 3261-5685
クリスタル歯科 神田三崎町三丁目2番13号　秋和ビル1階 6661-1118
かい歯科医院 神田三崎町三丁目4番2号　J・SQUAR水道橋ビル1階 3264-7166
医療法人社団歯優会　水道橋歯科クリニック 神田三崎町三丁目6番12号　神田三崎町ビル1階 3511-3311
西神田
水道橋吉田歯科医院 西神田二丁目5番6号　中西ビル1階 3230-2086
伊東歯科医院 西神田二丁目7番9号　糸賀ビル2階 3261-5021
医療法人社団星陵会千代田ファーストビル歯科 西神田三丁目8番2号　千代田ファーストビル1C階 3261-0025

神田猿楽町
小泉歯科 神田猿楽町一丁目2番4号　冨田屋ビル2階 3292-3103
神田駿河台
お茶の水矯正歯科 神田駿河台一丁目8番地2　駿河台ARAIBLDG1F、2F 5577-2113
アールデンタルオフィス 神田駿河台二丁目1番地7　ノアーズアーク御茶ノ水501 3295-1180
医療法人社団ニコライ会杏雲ビル歯科 神田駿河台二丁目2番地　お茶の水杏雲ビル1階 3292-3777
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安井歯科医院 神田駿河台二丁目2番地5　井口ビル3階 5281-0469
吉岡デンタルオフィス 神田駿河台二丁目3番地13　鈴木ビル1階 5577-6739
木本歯科 神田駿河台二丁目9番地18　萬水ビル2F 3291-8056

御茶ノ水プライムデンタル 神田駿河台三丁目1番地2　ヒューリックレジデンス新御茶ノ水1
階 5577-2899

駿河台歯科 神田駿河台三丁目1番地5　川庄ビル4階 3293-0418
医療法人社団霞会波岡歯科 神田駿河台三丁目3番地　小林ビル1階　 3294-4839
医療法人社団坂本矯正歯科クリニック 神田駿河台三丁目6番地1　菱和ビル1階 5294-6707
医療法人社団笑和会　ホワイトエッセンス御茶ノ
水デンタルクリニック

神田駿河台三丁目11番地1　三井住友海上駿河台新館ビル地下1
階 3293-4618

医療法人社団信修会小山歯科クリニック 神田駿河台四丁目5番地3　穂高ビル3階 3219-4618
神田錦町
神田錦町歯科 神田錦町一丁目4番地　滝本ビル1階 3293-7725
三輪歯科医院 神田錦町一丁目14番地 3291-3183

HAMILLE TOKYO OGAWAMACHI 神 田 錦 町 一 丁 目14番 地13　LANDPOOL KANDA TERRACE　
7階 6275-0988

医療法人社団孝明会　スマイルデンタルクリニック 神田錦町一丁目16番地1　いちご神田錦町ビル1階 3518-2266
医療法人社団陽成会　千代田歯科クリニック 神田錦町二丁目1番地5　マストライフ神田錦町101号室 3294-8115
田村歯科 神田錦町二丁目5番地18　黒子ビル1階 3219-8880
一ツ橋歯科クリニック 神田錦町三丁目7番地2　フジタビル2階 3233-0418
HAMILLE TOKYO DENTAL OFFICE 神田錦町三丁目15番地5　HK　パークビルⅠ　1階 5280-6480
神保町ガーデン歯科 神田錦町三丁目16番地　BRICK　COURT神田錦町1階 5577-7673
山下歯科医院 神田錦町三丁目18番地10　浜田ビル2階 5281-8418
医療法人社団有生会西崎歯科医院 神田錦町三丁目19番地　中沢ビル1,2階 3291-6003
医療法人社団田村会田村歯科医院 神田錦町三丁目22番地2 3291-4707
神田小川町
ジュネス歯科クリニック 神田小川町一丁目4番地　和田ビル3階 3254-4618
村田歯科医院 神田小川町一丁目7番地　神田小川町ハイツ1階 3233-0256
医療法人社団宏礼会　塚原デンタルクリニック 神田小川町一丁目8番地1　NCO神田小川町3階 5289-4555
ノブ・デンタルオフィス 神田小川町一丁目8番地3　小川町北ビル4階 3255-8785
医療法人社団HOUGAおじまデンタルクリニック 神田小川町一丁目8番地5　金石舎ビル1階9階 6431-0960
大塚デンタルクリニック 神田小川町二丁目1番地　日米商会ビル5階 5577-4049
神田小川町歯科クリニック 神田小川町二丁目2番地7　レインボービル3階 3291-6488
はる歯科クリニック 神田小川町二丁目12番地　信愛ビル1階2階 3233-0117
武内歯科医院 神田小川町三丁目1番地2 3292-8279
臼田歯科医院 神田小川町三丁目2番地　サニービル3階 3295-3465
お茶の水保富歯科医院 神田小川町三丁目2番地　小川町KSビル2階 3293-3570
野地デンタルクリニック 神田小川町三丁目2番地18　チェスターコート御茶ノ水1F 3294-6863
神田美土代町
滝川歯科クリニック 神田美土代町11番地6　イーグルハウス1階 3293-7471
小川歯科クリニック 神田美土代町11番地12　ニチヨビル1階 3233-4618
内神田
医療法人社団公歯会神田橋デンタルオフィス 内神田一丁目2番2号　小川ビル1階 5283-6533
宮本歯科医院 内神田一丁目5番8号　千代田東洋ビル4階 3294-6265
新田歯科診療所 内神田一丁目6番7号　太陽ビル3階 3292-0125
依田歯科医院 内神田一丁目17番1号　橋本ビル2階 5280-1180
医療法人社団栄清会小谷歯科医院 内神田一丁目17番8号　内神田ビル1階 3294-6071
鎌倉橋歯科医院 内神田二丁目2番5号　光正ビル2階 5296-4567
藤林歯科医院 内神田二丁目8番1号　浅井ビル2F 3254-5733
神田デンタルオフィス 内神田二丁目8番14号　高橋ビル3階 5297-5838
ちかデンタルクリニック 内神田二丁目10番8号　ワイワークスビル2F 5294-6177
伊藤デンタルクリニック 内神田二丁目11番4号　内神田金子ビル2階 5294-0840
あづさ歯科 内神田二丁目12番6号　内神田セントラルビル1階 5295-3137
酒匂歯科 内神田三丁目4番13号　OK内神田ビル3階 5256-5680
医療法人社団救歯会黒田歯科医院 内神田三丁目5番5号　大同ビル7階 3254-8869
吉岡歯科医院 内神田三丁目8番5号　吉岡ビル1階 3252-4411
医療法人社団日之出会神田A&Mデンタルクリ
ニック 内神田三丁目13番2号　松尾ビル4階 3254-4938
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島田歯科医院 内神田三丁目19番10号　ソシアルビル1階 3252-7000
医療法人社団尚歯会　歯科アスクレピオス 内神田三丁目20番1号　有美ビル2階 3525-4664
神田北口デンタルオフィス 内神田三丁目20番6号　第108東京ビル7F 3251-1818
医療法人社団皆星会Iデンタルクリニック 内神田三丁目21番6号　山喜ビル2階3階4階 5289-8484
武田歯科医院 内神田三丁目21番6号　村越ビル2階 5244-4819
アイドリー矯正歯科 内神田三丁目22番4号　花喜久ビル4階A室 6206-4806
神田司町
さとう歯科クリニック 神田司町二丁目9番地　第一高田ビル2階 5280-0184
神田多町
医療法人社団雅歯会山本歯科 神田多町二丁目3番地　不動商事本社ビル5F 3252-0624
神田淡路町
船曳歯科医院 神田淡路町二丁目4番地　ユニオンビル2階 3251-8883
神田須田町
医療法人社団藤惣会藤関歯科医院 神田須田町一丁目2番地1　カルフール神田ビル2階 5297-8218
山本歯科医院 神田須田町一丁目3番地3 3251-2019
島田デンタルクリニック 神田須田町一丁目4番地　Y101ビル3階 5256-6555
淡路町デンタルクリニック 神田須田町一丁目4番地8 5297-8549
医療法人社団相川歯科医院 神田須田町一丁目10番地1　Y・S須田町ビル7階 5256-0517
山田歯科医院 神田須田町一丁目17番地 3251-3447
飯田歯科医院 神田須田町一丁目22番地　大久保ビル1階 5256-0418
内山歯科医院 神田須田町一丁目26番地　ラシーヌ神田ビル 3254-0847
医療法人社団蓮優会神田秋葉原デンタルクリニック 神田須田町二丁目6番地1　坂下ビル4階 6206-8088
福田歯科クリニック 神田須田町二丁目7番地7　福信ビル2階 3253-7445
外神田
医療法人社団　世航会　外神田デンタルオフィス
東京

外神田一丁目9番1号　住友不動産秋葉原ファーストビル・テラ
ス2階　 6206-8148

福山歯科医院 外神田一丁目15番15号　福山会館ビル3階 3253-2980
久保村歯科医院 外神田二丁目2番3号　京須ビル1階 3253-6480
桐野歯科 外神田二丁目8番12号　川崎ビル1F 3251-6088
さくら歯科クリニック 外神田二丁目13番6号　高井ビル1F 5296-0505
デンタルオフィス聖橋 外神田二丁目18番3号　第2昭和ビル1階 3253-3718
吉井歯科医院 外神田三丁目10番12号　 3251-6243
ふくだ歯科医院 外神田四丁目7番2号　小林ビル2階 3257-0577
医療法人社団秀峰会稲葉歯科医院 外神田四丁目7番3号　田中ビル6階 3251-8660
医療法人社団日坂会秋葉原UDX歯科クリニック 外神田四丁目14番1号　秋葉原UDX6階 3252-6488
ニュー末広ビル歯科 外神田五丁目1番3号　ニュー末広ビル4F 5688-5808
小田島歯科クリニック 外神田五丁目2番2号　セイキ第1ビル1階 3832-4777
医療法人社団賢優会伊藤歯科医院 外神田五丁目4番8号　 3831-8657
外神田歯科 外神田六丁目3番8号　外神田田島ビル2階 5688-1818
医療法人社団慶英会　湯島駅前矯正歯科 外神田六丁目8番1号　UYビル1階 6284-2445
末広町矯正歯科 外神田六丁目14番9号　秋葉原MFビル28号館1階 5834-3690
伊藤歯科医院 外神田六丁目16番6号　 3831-4623
鍛冶町
あやデンタルオフィス 鍛冶町一丁目6番1号　日東合同ビル5階 3254-8247
佐藤歯科医院 鍛冶町一丁目8番1号　SRビル4階 3252-8073
医療法人社団雄志会渡辺歯科医院 鍛冶町一丁目8番2号　スズトミビル6階 3254-1500
医療法人社団ヘルスワークス神田中央通りいけむ
ら歯科 鍛冶町一丁目9番1号　第二大久保ビル6階 5577-5190

中央歯科診療所 鍛冶町一丁目9番8号　石川DCビル1F 5209-7675
神田歯科医院 鍛冶町二丁目2番9号　第二登栄ビル3階 3256-7001
医療法人社団歯優会今川橋歯科クリニック 鍛冶町二丁目4番8号　エルヘンビル1階 5209-2555
医療法人社団慈歯会　神田駅前平野歯科クリニック 鍛冶町二丁目7番1号　神田IKビル2階 6410-5155
松本歯科クリニック 鍛冶町二丁目9番17号　柴崎ビル2階 5296-7896
神田鍛冶町
神田ふくしま歯科 神田鍛冶町三丁目2番地　サンミビル6階 3251-3921
山田歯科医院 神田鍛冶町三丁目3番地　カリガネビル4階 3255-6565
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神田紺屋町
医療法人社団嵐城会五十嵐歯科医院 神田紺屋町43番地3　紺屋町協同ビル2,3階 3251-3945
神田富山町
TKKビル歯科クリニック 神田富山町1番地2　TKKビル8階 5297-8486
岩本町
ワタトウ歯科医院 岩本町一丁目1番9号　第1ワタトウビル1階 3861-8055
橋本歯科医院 岩本町一丁目9番1号　アイアンビル2階 3861-4658
末森歯科医院 岩本町二丁目8番10号　神田永谷マンション401 3863-7521
もろおか歯科 岩本町三丁目1番8号　Jサンクス第⒈ビル1階 5829-6102
アポロ歯科医院 岩本町三丁目4番1号　広瀬ビル3階 3851-8640
岩本町デンタルクリニック 岩本町三丁目5番2号　フォアサイトビル201 3865-5838
医療法人社団ウェルネス東京上條歯科医院 岩本町三丁目7番16号　マルメビル2階 5821-6345
神田西福田町
山内歯科医院 神田西福田町2番地　聖徳ビル2階 3252-1070
神田東松下町
加賀山歯科医院 神田東松下町18番地　高正ビル2階 3254-0648
神田岩本町
大塚歯科医院 神田岩本町1番地　坂田ビル2階 3251-8254
岩本町ビル歯科 神田岩本町1番地　岩本町ビル4階 5294-6001
すみれデンタルクリニック 神田岩本町4番地8　長谷川ビル4階 6206-8099
東神田
小要歯科医院 東神田一丁目5番8号 3866-0648
神田和泉町
原田歯科クリニック 神田和泉町1番地1-13　蓼沼ビル2階 3865-8224
大井歯科 神田和泉町1番地2-3　エクシト秋葉原1階 3866-6670
医療法人社団志久会白石矯正歯科 神田和泉町1番地2-19　石井ビル3階 3866-8760
医療法人社団智正会中川歯科クリニック 神田和泉町1番地3の4　青木ビル2階 3851-5566
神田佐久間町
秋葉原歯科 神田佐久間町一丁目19番地　山中ビル3階 3251-8745
小林歯科クリニック 神田佐久間町一丁目26番地　第七砂川ビル6階 3255-6480
ミカミデンタルクリニック 神田佐久間町二丁目23番地6　海正ビル1階 5829-8104
医療法人社団千矯会秋葉原矯正歯科 神田佐久間町三丁目35番地5　178ビル2階 3864-0204
神田平河町
医療法人社団小柳歯科医院 神田平河町4番地　渡辺ビル4階 3864-0717
神田松永町
グレイスデンタルクリニック 神田松永町11番地　AT第一ビル2階 3255-8020
ハセベデンタルクリニック 神田松永町23番地　NC島商ビル地下B1 3257-9696
神田花岡町
のじま歯科医院 神田花岡町1番地1　ヨドバシAKIBAビル202 3251-8414

医療機関名 所在地 電話番号
丸の内
調剤薬局丸の内ファーマシー 丸の内一丁目6番2号　新丸の内センタービルディング2階 5288-6755
アイン薬局　八重洲口店 丸の内一丁目8番2号　鉃鋼ビルディングB1階 6256-0278
アイン薬局　グランスタ丸の内店 丸の内一丁目9番1号　JR東日本東京駅構内地下1階 6259-1561
薬局アメリカンファーマシー　丸の内店 丸の内二丁目4番1号　丸の内ビルディング地下1階 5220-7716
東商ビル薬局 丸の内三丁目2番2号　丸の内二重橋ビル地下1階 6269-9500
大手町
そうごう薬局　Otemachi One店 大手町一丁目2番1号　Otemachi One　地下1階　 6268-0471
薬局トモズ大手町カンファレンスセンター店 大手町一丁目3番2号　大手町カンファレンスセンター地下1階 6213-0660

薬局
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大手町調剤薬局 大手町一丁目5番1号　大手町ファーストスクエアWEST1階 3215-8880
さくら薬局　大手町店 大手町一丁目5番5号　大手町タワー地下1階 6268-0156
クオール薬局読売新聞東京本社店 大手町一丁目7番1号　読売新聞ビル3階 3516-9089
そうごう薬局　東京サンケイビル店 大手町一丁目7番2号　東京サンケイビル地下1階 3527-9781

アイン薬局　大手町店 大手町一丁目9番7号　大手町フィナンシャルシティサウスタ
ワー 1階 3510-6318

クオール薬局丸の内店 大手町二丁目2番1号　新大手町ビル122区 6214-0089
薬局トモズ　大手町プレイス店 大手町二丁目3番1号　大手町プレイス・ウエストタワー B1F 5542-1197
内幸町
薬局タワードラッグ 内幸町一丁目1番1号　帝国ホテルタワー 1階 3501-5677
薬石花房　幸福薬局 内幸町一丁目1番1号　帝国ホテルプラザ4階 3580-0259
わたなべ調剤薬局 内幸町二丁目2番1号　日本プレスセンタービル地下1階 5157-4233
有楽町
日比谷プラザ薬局 有楽町一丁目6番10号　スクワール日比谷ビル2階 3591-6868
エール薬局　日比谷店 有楽町一丁目7番1号　有楽町電気ビル北館507 3283-7078
子安薬局　有楽町店 有楽町一丁目10番1号　有楽町ビルヂング1階 3201-3335
クオール薬局ビックカメラ有楽町店 有楽町一丁目11番1号　3階 5208-1189
そうごう薬局　有楽町店 有楽町二丁目10番1号　東京交通会館1階 3218-3020
霞が関
調剤薬局霞が関ファーマシー 霞が関一丁目4番1号　日土地ビル1階 3519-7711
メトグリーン3号館薬局 霞が関二丁目1番3号　中央合同庁舎3号館B1売店 3519-8744
かちどき薬局　霞が関店 霞が関三丁目2番5号　霞が関ビル310 3581-7764
永田町
フジモト薬局 永田町二丁目11番1号　山王パークタワー地下1階 3506-0571
エフエル薬局 永田町二丁目14番2号　山王グランドビル1階 3593-1366
隼町
まゆみ薬局　半蔵門店 隼町2番14号 6261-4453
平河町
茅沼順子薬局 平河町一丁目8番8号　桔梗ライオンズマンション平河町108 3262-5598
永田町薬局 平河町二丁目7番9号　JA共済ビル2階 3239-5391
麹町
いまくま薬局 麹町一丁目3番地　ダイアン麹町ビル1階 3264-5053
バンビー薬局　一番町店 麹町一丁目8番地3　半蔵門ハイム1階 3230-0471
ツイン薬局　半蔵門店 麹町一丁目8番地7　エミナビル1階 6661-4551
小西三誠堂薬局 麹町二丁目4番地10　三誠堂ビル1階 3262-5291
アピス薬局　麹町店 麹町三丁目3番地　麹町スクエアビル2階 3230-4881
ウエルシア薬局　千代田麹町店 麹町三丁目4番地　トラスティ麹町ビル1階 3515-2437
麹町調剤薬局 麹町三丁目7番地　グラフィオ麹町 3222-3977
イオックス薬局　麹町店 麹町四丁目8番地19　キャトルセゾン麹町1階 5357-1630
いずみ薬局　麹町店 麹町五丁目2番地1　K-WING　1階 3234-7856
クオール薬局四谷店 麹町五丁目4番地　セタニビル1階 3230-3185
紀尾井町
薬局アメリカンファーマシー　東京ガーデンテラ
ス紀尾井町店 紀尾井町1番3号　東京ガーデンテラス紀尾井町1階 6265-6080

コートビル調剤薬局 紀尾井町3番19号　紀尾井町コートビル2階 3222-0910
クローバー薬局 紀尾井町3番29号　紀尾井町第2山本ビル1階 3512-5858
薬ヒグチ調剤薬局　ニューオータニ店 紀尾井町4番1号　ニューオータニガーデンコート2階 3234-2821
一番町
スギ薬局　一番町店 一番町6番地　相模屋本社ビル1階 5275-3085
いけだ薬局　番町店 一番町7番地1　一番町ビルヂング1階 5275-8989
三番町　
あい薬局 三番町9番地1　麹町三番町マンション506 3265-2137
五番町　
五番町はるかぜ薬局 五番町2番地　横山ビル1階 6268-9200
いけだ薬局　駅前店 五番町3番地1　五番町グランドビル1階 5215-8989
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スギ薬局　市ケ谷店 五番町6番地1　AKビル1階
六番町
いずみ薬局　六番町 六番町3番地1　玉柳ビル　地下1階 3234-3628
アップル薬局　六番町店 六番町7番地　金澤ビル1階 5211-2460
九段南　
アイセイ薬局　九段南店 九段南一丁目6番17号　千代田会館ビル1階 5226-0033
東優企業組合オギムラ薬局営業所 九段南二丁目4番11号　 3261-0278
池田薬局 九段南四丁目6番1号　九段シルバーパレス103号 3265-0051
九段北　
スギ薬局　九段下店 九段北一丁目2番3号　フナトビル1階 6910-0622
千代田区薬剤師会　会営調剤薬局 九段北一丁目2番14号　千代田保健所地下1階 5211-8197
日本調剤　九段下薬局 九段北一丁目3番2号　大橋ビル1階 5211-7971
エール薬局　九段店 九段北一丁目9番7号　東洋Mビル1階 3237-7091
富士見　
メディケア薬局 富士見一丁目2番27号　秀和九段富士見町ビル201 6261-3861
富士堂漢方薬局 富士見二丁目3番1号　明興社ビル1階2階 6380-9965
日本調剤　飯田橋薬局 富士見二丁目3番13号　 5275-5867
日本調剤　飯田橋駅前薬局 富士見二丁目9番10号　 5357-1997
日生薬局飯田橋店 富士見二丁目10番2号　飯田橋グラン・ブルーム1階 3262-8261
小池薬局 富士見二丁目11番12号　馬場ビル1階 3261-3632
日本調剤　東京逓信病院前薬局 富士見二丁目16番1号　 3221-7217
飯田橋　
マルマツ薬局　九段店 飯田橋一丁目5番8号　アクサンビル1階 6808-5320
清水薬局 飯田橋一丁目10番4号　 3261-3554
マルマツ薬局 飯田橋二丁目9番5号　 3261-7224
セルフケア薬局　飯田橋店 飯田橋三丁目1番3号　関口ビル1階 6272-8588
タンシ薬局 飯田橋三丁目7番4号　彩風館1階 5215-1502
ココカラファイン薬局飯田橋店 飯田橋三丁目10番9号　アイガーデンテラス1階 5276-2158
アガペ　飯田橋薬局 飯田橋三丁目10番10号　ガーデンエアタワー 2階 6261-3730
雄飛堂薬局　飯田橋店 飯田橋四丁目3番2号　1階 5216-3099
薬のヒグチ薬局　新飯田橋店 飯田橋四丁目6番9号　ロックフィールドビル1階 3237-8505
一ツ橋　
パレスサイドファーマシー 一ツ橋一丁目1番1号　パレスサイドビル1階
神田神保町　
薬局お茶の水ファーマシー 神田神保町一丁目2番地3　水野ビル3階 5577-7646
エース薬局　神保町 神田神保町一丁目7番地10　ベルグランツ神田神保町ビル1階
東京薬局 神田神保町一丁目21番地　 3291-0081
いちご薬局　神保町 神田神保町一丁目29番地　市瀬ビル1階 3296-7415
神保町1丁目薬局 神田神保町一丁目41番地　1階
興生堂薬局 神田神保町一丁目48番地1　 3291-4417
ココカラファイン薬局　神保町店 神田神保町二丁目9番地　神田神保町メディカルモール1階 3556-0574
日本調剤神保町薬局 神田神保町三丁目2番地4　田村ビル1階 3265-2105
神田三崎町　
第一薬局 神田三崎町一丁目4番8号　愛光舎ビル1階 3295-3800
水道橋薬局 神田三崎町二丁目17番5号　 5226-2388
株式会社山田眞薬局 神田三崎町三丁目4番8号　 3261-0093
スギ薬局　水道橋店 神田三崎町三丁目8番1号　KMKビル1階 6272-9564
神田駿河台
コトブキ調剤薬局　日大前店 神田駿河台一丁目8番地1　1階から5階 3518-9886
さくら薬局　駿河台店 神田駿河台一丁目8番地11　東京YWCA会館1階 6273-7373

薬局マツモトキヨシ　御茶ノ水駿河台店 神田駿河台二丁目1番地　お茶の水クリスチャン・センタービル
1階 3291-0221

日本調剤　お茶の水中央薬局 神田駿河台二丁目1番地15　岩崎ビル1階2階 5217-0871
コスモス薬局　駿河台店 神田駿河台二丁目1番地45　ニュー駿河台ビル1階 6811-7961
アイン薬局　三崎店 神田駿河台二丁目2番地　御茶ノ水杏雲ビル1階 3296-1210
お茶の水調剤薬局本店 神田駿河台二丁目2番地5　井口ビル1階 3295-8641
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キク調剤薬局 神田駿河台二丁目2番地29　鎌倉ビル1階 3293-2397
お茶の水駅前薬局 神田駿河台二丁目3番地　お茶の水高木ビル1・2階 3291-2438

和同会薬局 神田駿河台二丁目3番地10　東京医科歯科大学生体材料工学研究
所1階 3296-1023

日本調剤　神田駿河台薬局 神田駿河台二丁目4番地　お茶の水日健ビル1階2階 3518-6031
さくら薬局　御茶ノ水駅前店 神田駿河台二丁目4番地1　 5577-6714
日本調剤　駿河台薬局 神田駿河台二丁目5番地　村田ビルディング1階 5577-3918
日本調剤　御茶ノ水橋口薬局 神田駿河台二丁目6番地1　華ビル1階2階 5283-7470
コトブキ調剤薬局 神田駿河台二丁目10番地1　 3291-0380
南山堂薬局　御茶ノ水店 神田駿河台四丁目1番地2　ステラお茶の水ビル1階 5577-7651
新お茶の水薬局 神田駿河台四丁目3番地　新お茶の水ビル地下1階 3295-6877
神田錦町　
田辺薬局神田錦町店 神田錦町一丁目5番地　カワベビル1階 5283-7351
神田薬局 神田錦町一丁目6番地　鈴木ビル1階 3233-1132
オフィス薬局 神田錦町三丁目17番地　Cube神田2号室 4500-8619
神田小川町　
ウエルシア薬局神田小川町2号店 神田小川町一丁目1番地　神田室町ビル1階
ウエルシア薬局神田小川町店 神田小川町一丁目2番地　風雲堂ビル1階 5289-3274
All in One薬局 神田小川町三丁目1番地10　メディカビル1階
小川町薬局 神田小川町三丁目2番地1　 3291-1065
アイセイ薬局　駿河台店 神田小川町三丁目8番地　中北ビル1階 3292-9383
神田美土代町　
十字堂薬局 神田美土代町9番地2　日和ビル1階 3295-4660
内神田
さくら薬局　内神田店 内神田二丁目4番1号　神田メディカルビル1階 3252-5225
オオギ薬局 内神田二丁目8番8号　中央ビル1階 3525-8096
スギ薬局　神田西口通り店 内神田二丁目10番7号　プレミアステージ内神田1階 3254-7361
大数堂薬局 内神田二丁目12番11号　第5パークサイドビル1階 3256-9227
ニシザワ薬局 内神田三丁目14番8号　ニシザワビル1階 3252-2438
ミナカラ薬局 内神田三丁目18番3号　SDビル4階 5544-8440
有美薬局 内神田三丁目21番7号　有田ビル1階 3254-6006
神田多町
アサヒ薬局 神田多町二丁目7番地5　アサヒビル1階 3252-0016
神田淡路町
スギ薬局　神田淡路町店 神田淡路町一丁目2番地3　損保ジャパン神田淡路町ビル1階 6384-0178
ロイヤル薬局　神田淡路町店　健康サポート薬局 神田淡路町二丁目6番地　淡路ビル1階 5295-3531
株式会社薬局淡路町ファーマシー 神田淡路町二丁目23番地　Hビル1階 3253-3317
薬局マツモトキヨシ　ワテラスモール店 神田淡路町二丁目105番地　ワテラスアネックス1階 3526-7321
神田須田町
竹内薬局神田須田町店 神田須田町一丁目16番地8　柳下ビル1階 6260-8301
若草漢方薬局 神田須田町一丁目19番地9　ショパンビル3階 6206-9930
外神田
ウエルシア薬局秋葉原駅前店 外神田一丁目18番19号　BiTO　AKIBA　1階 3526-6125
ウエルシア薬局千代田御茶ノ水店 外神田二丁目2番15号　1階 5256-7636
ファルマルシェ薬局　AKIBA-ICHI 外神田四丁目14番1号　秋葉原UDX104 5207-8391
末広町薬局 外神田五丁目2番4号　TOKENビル1階
友林薬局 外神田六丁目2番9号　外神田六丁目ビル1階 5826-4342
江川薬局 外神田六丁目13番14号　 3831-7150
ファミリーマート+ファーマライズ薬局　末広町
店 外神田六丁目15番11号　日東ビル1階 5817-7155

鍛冶町
みらくる薬局　神田店 鍛冶町一丁目8番3号　神田91ビルディング1階 3526-2495
スギ薬局　神田駅東口店 鍛冶町二丁目2番2号　神田パークプラザ1階 3254-5631
神田登栄薬局 鍛冶町二丁目2番9号　第二登栄ビル5階 3254-0848
ナチュラルローソンクオール薬局神田鍛冶町二丁
目店 鍛冶町二丁目3番2号　神田センタービル1階 5209-0289
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メトロファーマシー神田 鍛冶町二丁目8番6号　メディカルプライム神田1階 3527-1033
神田鍛冶町
スギ薬局　神田駅北口店 神田鍛冶町三丁目3番地12　神田鍛冶町千歳ビル1階 6206-9512
神田紺屋町
神田いちご薬局 神田紺屋町5番地　T・Mビル1階 5256-1562
神田富山町　
薬局　元気爽快　本店 神田富山町26番地　ニューヒラノビル1階 5207-2699
岩本町
株式会社龍閑堂薬局 岩本町三丁目4番1号　 3866-4615
スギ薬局　岩本町店 岩本町三丁目8番16号　NMF神田岩本町ビル1階 5823-4961
神田東松下町
神田東松下町薬局 神田東松下町17番地15　伊東ビル1階 5295-7018
神田岩本町
薬局マツモトキヨシ　岩本町駅前店 神田岩本町1番地　岩本町ビル1階 5296-3086
アガペ　岩本町薬局 神田岩本町1番地5　清水ビル地下1階 5244-4321
東神田
達生堂薬局 東神田一丁目11番7号　ハイツ神田岩本町B103 6277-7867
神田和泉町
薬局トモズ　神田和泉町店 神田和泉町1番地　住友商事神田和泉町ビル1階 5687-1189
二六堂調剤薬局 神田和泉町1番地11　ファベルハウス1階 3864-8269
雄飛堂薬局　秋葉原店 神田和泉町1番地13の1　水戸部ビル1階 5809-1901
神田佐久間町
あつみ薬局岩本町店 神田佐久間町一丁目21番地　 3527-1321
フォレスト薬局秋葉原店 神田佐久間町二丁目1番地　永島ビル1階 5829-6325
レモン薬局　秋葉原店 神田佐久間町三丁目37番地59　マルチーノビル1階 5687-8451
神田平河町
あつみ調剤薬局 神田平河町1番地　澤山ビル2～ 3階 5687-8526
神田松永町
ファーコス薬局　アキバ 神田松永町11番地　AT第一ビル1階 3526-5922
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