東京医科歯科大学病院

連携医療機関一覧 （2022年度4月現在）

医療機関名

都道府県 市町村

番地

医療機関ホームページ

よりみつレディースクリニック

東京都

羽村市

五ノ神1-2-2-3Ｆ

http://website2.infomity.net/8380000092/

医療法人社団聖水会立花クリニック

東京都

国分寺市 西恋ｹ窪2-2-5JRT3ビル4F

http://www.ne.jp/asahi/seisuikai/tachibana-clinic/

にしこく眼科

東京都

国分寺市 泉町2-9-3泉ビル4Ｆ

http://www.nishikoku-ganka.com/

国分寺内科クリニック

東京都

国分寺市 本町2-2-1

https://k-naika.jp

国分寺在宅ケアクリニック

東京都

国分寺市 本町４－１３－１２－３１０

https://www.zaitakucli.com/

トータス往診クリニック

東京都

狛江市

岩戸南4－22－7メゾン・サンライズアイ102

http://www.totus-clinic.com

細矢耳鼻咽喉科

東京都

狛江市

東和泉1-19-4

医療法人社団桜一会かんの内科

東京都

三鷹市

下連雀3-44-17エルヴェ三鷹203

http://www.kanno-naika.com/

みたか循環器内科

東京都

三鷹市

上連雀2-4-8

https://mitakacardio.com

医療法人社団

東京都

三鷹市

上連雀7-11-7石井ビル1Ｆ

www.uchihara-clinic.com

梶野町クリニック

東京都

小金井市 梶野町2-2-17

医療法人社団眞友会近藤皮膚科クリニック

東京都

小金井市 東町3-3-11

http://www.skondo.or.tv/

東小金井さくらクリニック

東京都

小金井市 東町4-37-26

http://higashikoganei-sakura.com

医療法人社団 聖水会

高山クリニック

東京都

小金井市 本町1丁目18番3-302号

医療法人社団公懌会

小金井メディカルクリニック

東京都

小金井市 本町5-15-9栄ハイツエクシード2F

http://www.kouekikai.jp

東京都

小金井市 本町6-14-28-3階

http://koganei.tsurukamekai.jp/

樹神内科クリニック

東京都

小平市

花小金井3-2-5

https://kodama-naika.jp/

昭島内科クリニック

東京都

昭島市

緑町4-25-4

http://akishima-naika-c.com

東京都

清瀬市

松山1-2-23 セントラルプラザ清瀬（オバタビル）3F

http://www.kiyosesasakiganka.com/

東京都

西東京市 下保谷4-2-21

東京都

西東京市 芝久保町4-12-45

ひらたあや整形外科クリニック

東京都

西東京市 新町2-5-35

医療法人社団 石和会

耳鼻咽喉科 ヒロクリニック

東京都

西東京市 田無町4-29-8

医療法人社団 颯凌会

まつばらホームクリニック

東京都

西東京市 東町四丁目14番18号

医療法人社団隆会伏見外科

東京都

西東京市 東伏見3-2-2

http://www.myclinic.ne.jp/fushimigeka/pc/doctor.html

医療法人社団 啓修会

武村クリニック

東京都

西東京市 東伏見5-9-14

http://takemura-clinic.webmedipr.

医療法人社団 明心会

やぎさわ循環器クリニック

東京都

西東京市 保谷町4-5-6

医療法人社団 泰育会

山下眼科クリニック

東京都

多摩市

永山1-4グリナード永山5階

東京都

多摩市

永山5-4-10

東京都

多摩市

中沢２－１－２

http://www.tamanan-hp.com/

東京都

多摩市

唐木田1-1-7-1階

http://www.karakida-clinic.com

東京都

町田市

町田市金森2-12-26 岩波ビル4F

東京都

町田市

町田市成瀬台3-8-18

www.danke.jp

くまざわ整形外科クリニック

東京都

調布市

下石原2-32-2

http://www.kumazawa-clinic.com/

医療法人社団敬寿会

わかば町クリニック

東京都

調布市

若葉町2-1-6仙川セントラルパレス101

医療法人社団 欣助会

吉祥寺病院

東京都

調布市

深大寺北町4-17-1

http://www.kichijoji-hospital.com

特定医療法人 研精会

東京さつきホスピタル

東京都

調布市

東つつじケ丘 2-27-1

http://www.myclinic.ne.jp/hpyamada/pc/

医療法人社団緑会水野眼科クリニック

東京都

調布市

布田1-26-12ダイアパレス調布105

http://www.mizunoganka.or.jp

磯崎整形外科

東京都

調布市

布田2-51-6

東京都

東久留米市 東本町6-15

うちはら内科クリニック

医療法人社団 つるかめ会

医療法人社団 秀清会
医療法人社団

小金井つるかめクリニック

清瀬ささき眼科クリニック

斉藤小児科内科クリニック

医療法人社団 はまなす会

芝久保内科小児科クリニック

医療法人社団鈴木内科胃腸科
公益財団法人 東京都保健医療公社
医療法人社団 医正会

多摩南部地域病院

からきだ駅前クリニック

しょうの皮膚科
医療法人社団 公朋会

医療法人社団 実幸会

西嶋医院

おかの内科クリニック

cocobunjiEAST2F

ユニーブル武蔵小金井スイート

ドミール黒澤1階

http://takayama-cl.com/index.html

http://www.saitoh-clinic.com/
http://www.hirata-aya-clinic.com
丸保ビル4F
かえでビル2階B

野口ビル1Ｆ

みこしビル3階
平和ビル2F

http://www.hirojibika.jp/
http://m-hc.jp/

http://yagijun-cl.com/
http://www.yamashita-eye.com/
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番地

医療機関ホームページ

医療法人社団 大誠会

大野眼科

東京都

東久留米市 東本町8-9

http://www.higashikurume-med.or.jp/clinic/higa_oono.htm

医療法人社団実幸会

石橋クリニック

東京都

東久留米市 東本町8-9大野メディカルビル2Ｆ

http://www.higashikurume-med.or.jp/clinic/higa_isibasi.htm

しんあきつ耳鼻咽喉科

東京都

東村山市 秋津町5-13-13 エーワンビル2Ｆ

池田内科医院

東京都

東村山市 本町2-20-26

福岡医院

東京都

日野市

南平8-10-27

百草園駅前クリニック

東京都

日野市

百草204-1

野田医院

東京都

日野市

豊田3-27-8

ガーデンビュー石神D 1階

http://www.mogusaen-cl.com/index.html
http://hino-med.or.jp/index.html

医療法人社団 信寿会

八王子中町メンタルクリニック

東京都

八王子市 旭町12-1ファルマ802ビル6F

http://www.hnmclinic.jp/

医療法人社団弘整会

松岡整形外科クリニック

東京都

八王子市 南大沢2-27フレスコ南大沢ビル4Ｆ

http://matsuoka.byoinnavi.jp/pc/index.html

南大沢婦人科ヒフ科クリニック

東京都

八王子市 南大沢2-27フレスコ南大沢ビル4F

http://www.fujinkahifuka.jp

医療法人社団 真医会

東京都

府中市

岩田小児科医院

東京都

武蔵村山市 緑が丘1492-50-58

www.iwata-shounika.com

医療法人社団

東京都

武蔵野市 境1-9-9

www.kamiyama-cl.com

武蔵野赤十字病院

東京都

武蔵野市 境南町1-26-1

http://www.musashino.jrc.or.jp/

むさしの耳鼻科 矢野医院

東京都

武蔵野市 西久保3-7-11

http://musajibi.com

医療法人社団遠坂とおさかクリニック

東京都

武蔵野市 中町1-13-1駅前田辺ビル7F

http://www.tosakaclinic.jp

立川相互ふれあいクリニック

東京都

立川市

錦町1-23-4

http://www.t-kenseikai.jp/fureclinic

社会医療法人社団健生会立川相互病院

東京都

立川市

緑町4-1

http://www.t-kenseikai.jp/tachisou/index.html

伊藤内科小児科クリニック

かみやま内科クリニック

白糸台4-13-10

