
診断科目 医療機関名 所在地 電話番号 診療科目名 医師氏名

三鷹台眼科 三鷹市井の頭2-1-17石伊ビル弐204 40-3003 眼科 水野　かほり

松﨑眼科クリニック 三鷹市下連雀3-15-1 シェリール三鷹１階 41-1103 眼科 松﨑　忠幸

鈴木眼科クリニック 三鷹市下連雀3-38-4 三鷹産業プラザ６階 43-9835 眼科 鈴木　摩里

三鷹通り眼科 三鷹市上連雀4-3-1宮沢ビル１階 26-6502 眼科 西條　裕美子

医療法人社団壮仁会三鷹あゆみクリニック
三鷹市上連雀7-32-32

コムドエリー２階２０２号
45-2922 眼科 伊藤　裕子

眼科 伊東　裕二

眼科 稲見　達也

眼科 井上　真

眼科 岡田アナベルあやめ

眼科 氣賀澤　一輝

眼科 慶野　博

眼科 厚東　隆志

眼科 杉谷　篤彦

眼科 中山　眞紀子

眼科 平形　明人

眼科 松木　奈央子

眼科 山田　昌和

眼科 吉野　啓

眼科 富田　茜

眼科 鈴木　由美

眼科 渡邊　敏樹

吉祥寺森岡眼科
武蔵野市吉祥寺本町1-4-15

ホワイトハウスビル502号
20-6541 眼科 森岡　清史

ひぐち眼科
武蔵野市吉祥寺本町1-8-3

ダイヤガイビル四階
23-8552 眼科 樋口　裕彦

眼科 小林　康紀

眼科 三澤　曉子

清水眼科 武蔵野市境2-14-1 スイング三階 55-8377 眼科 清水　裕子

武蔵境眼科病院 武蔵野市境南町1-8-1武蔵野ＳＴビル２階 31-2117 眼科 村松　大弐

眼科 長岡　奈都子

眼科 田中　俊一

永本アイクリニック
武蔵野市境南町2-10-21

新倉ビル２階
39-1622 眼科 永本　敏之

みたか北口眼科
武蔵野市西久保1-11-2

ピアコート三鷹102号
56-0371 眼科 青池　千明

こはら眼科 武蔵野市中町1-4-4 １階 52-8871 眼科 小原　眞樹夫

武蔵野タワーズゆかり眼科

武蔵野市中町1-12-10 武蔵野タワーズ

スカイゲートタワータワーズモール内

５階Ａ号

56-8511 眼科 今居　由佳理

永井　知子

山本　亜希子

医療法人社団祥栄会國年眼科クリニック
吉祥寺本町1-15-2　ダイヤバローレビル5

階
22-3306 眼科 髙橋　正英

武蔵野市境南町1-26-1日本赤十字社東京都支部武蔵野赤十字病院 32-3111

視

覚

障

害

47-5511三鷹市新川6-20-2杏林大学医学部付属病院

小林眼科医院 武蔵野市吉祥寺本町2-9-1 22-3507

医療法人社団インフィニティメディカル

武蔵野眼科

武蔵野市中町1-24-15

メディパーク中町４階および５階
52-3344 眼科



診断科目 医療機関名 所在地 電話番号 診療科目名 医師氏名

佐竹耳鼻咽喉科気管食道科医院 三鷹市下連雀3-14-28 43-3273 耳鼻咽喉科 佐竹　研一

三鷹駅前クリニック 三鷹市下連雀3-36-1トリコナ３階 26-9810 耳鼻咽喉科 池谷　淳

たなべ耳鼻咽喉科 三鷹市上連雀9-15-24 70-3387 耳鼻咽喉科 田鍋　志保

耳鼻咽喉科 甲能　直幸

耳鼻咽喉科 齋藤　康一郎

耳鼻咽喉科 佐藤　大

耳鼻咽喉科 長谷川　誠

耳鼻咽喉科 増田　正次

耳鼻咽喉科 松田　雄大

耳鼻咽喉科 齋藤　伸夫

耳鼻咽喉科 濵之上　泰裕

医療法人社団幹友会小野耳鼻咽喉科新川分院新川4-8-14ハイウエスト１階 76-5007 耳鼻咽喉科 奥川　真理子

耳鼻咽喉科 小野　幹夫

耳鼻咽喉科 鈴木　由紀

耳鼻咽喉科 河村　直子

耳鼻咽喉科 諸星　咲子

耳鼻咽喉科 杉本　直基

耳鼻咽喉科 清川　佑介

耳鼻咽喉科 嶋崎　雄一

耳鼻咽喉科 鳥山　寧二

武蔵境耳鼻咽喉科
武蔵野市境1-15-5

グランシャルール武蔵境２階Ａ室
56-8250 耳鼻咽喉科 冨藤　雅之

てらむら耳鼻咽喉科 武蔵野市西久保1-6-22 太陽ビル２階Ａ号室59-0533 耳鼻咽喉科 寺邑　公子

むさしの耳鼻科矢野医院 武蔵野市西久保3-7-11 52-3932 耳鼻咽喉科 矢野　一彦

耳鼻咽喉科 河村　直子

耳鼻咽喉科・頭頸部外科 白井　杏湖

耳鼻咽喉科 星川　治子

耳鼻咽喉科 諸星　咲子

耳鼻咽喉科 杉本　直基

杉山耳鼻科クリニック 武蔵野市中町1-17-7 三興ビル１階 60-2122 耳鼻咽喉科 杉山　裕

プライムクリニック三鷹 三鷹市下連雀3-22-14岡田ビル２０１ 26-5686 神経内科 杉山　雄亮

脳神経外科 中島　真人

リハビリテーション科 仁科　彩子

神経内科・内科 綾野　水樹

神経内科 市川　弥生子

脳神経内科 内堀　歩

脳神経内科 所澤　任修

リハビリテーション科 髙橋　秀寿

リハビリテーション科 田代　祥一

内科 千葉　厚郎

神経内科 寺尾　安生

神経内科 寺田　さとみ

脳神経内科 永井　健太郎

脳神経内科 中島　昌典

神経内科 西山　和利

リハビリテーション科 山田　深

脳神経内科 大石　知瑞子

リハビリテーション科 松田　恭平

神経内科 所澤　安展

神経内科 澁谷　裕彦

神経内科 茂呂　直紀

脳神経内科 白鳥　嵩之

所澤クリニック 新川6-9-6シンエイビル２階 76-6055 神経内科 所澤　安展

武蔵境耳鼻咽喉科
武蔵野市境1-15-5

グランシャルール武蔵境２階Ａ室
56-8250 耳鼻咽喉科 冨藤　雅之

医療法人社団エトワール会たんぽぽクリニック 武蔵野市吉祥寺北町3-5-8- 107 51-5143 脳神経外科 井上　俊之

リハビリテーション科 田代　祥一

リハビリテーション科 山田　深

武蔵野市中町1-12-10

武蔵野タワーズスカイゲートタワータワー

ズモール内五階・Ｃ号

37-3341

52-3212

杏林大学医学部付属病院 三鷹市新川6-20-2 47-5511

吉祥寺もろほし耳鼻咽喉科
武蔵野市吉祥寺本町1-7-4

 丸二清水ビル3階
20-4133

32-3111武蔵野市境南町1-26-1日本赤十字社東京都支部武蔵野赤十字病院

聴

覚

障

害

三鷹もろほし耳鼻咽喉科

医療法人社団幹友会小野耳鼻咽喉科 武蔵野市吉祥寺東町1-1-22 22-8650

47-4848三鷹市下連雀8-3-6 医療法人財団慈生会野村病院

武蔵野陽和会病院 武蔵野市緑町2-1-33

「聴覚」の指定医は「平衡」「音声・言語」の資格を有する。　　「平衡」「音声・言語」の指定医は「聴覚」の記入は不可。

平

衡

機

能

障

害

杏林大学医学部付属病院 三鷹市新川6-20-2 47-5511



診断科目 医療機関名 所在地 電話番号 診療科目名 医師氏名

脳神経外科 中島　真人

リハビリテーション科 仁科　彩子

神経内科・内科 綾野　水樹

神経内科 市川　弥生子

脳神経内科 内堀　歩

リハビリテーション科 岡島　康友

脳神経内科 所澤　任修

リハビリテーション科 髙橋　秀寿

リハビリテーション科 田代　祥一

神経内科 寺尾　安生

神経内科 寺田　さとみ

脳神経内科 永井　健太郎

脳神経内科 中島　昌典

神経内科 西山　和利

形成外科 平野　浩一

耳鼻咽喉科 宮本　真

リハビリテーション科 山田　深

脳神経内科 大石　知瑞子

リハビリテーション科 松田　恭平

神経内科 所澤　安展

神経内科 澁谷　裕彦

神経内科 茂呂　直紀

脳神経内科 白鳥　嵩之

耳鼻咽喉科 猪股　浩平

耳鼻咽喉科 雪野　広樹

所澤クリニック 新川6-9-6シンエイビル２階 76-6055 神経内科 所澤　安展

医療法人社団エトワール会たんぽぽクリニック 武蔵野市吉祥寺北町3-5-8 -107 51-5143 脳神経外科 井上　俊之

武蔵境耳鼻咽喉科
武蔵野市境1-15-5

グランシャルール武蔵境２階Ａ室
56-8250 耳鼻咽喉科 冨藤　雅之

リハビリテーション科 秋元　秀昭

神経内科 一條　真彦

内科 鎌田　智幸

リハビリテーション科 佐藤　貴子

リハビリテーション科 髙橋　宣成

リハビリテーション科 田代　祥一

リハビリテーション科 西川　順治

リハビリテーション科 山田　深

医療法人財団慈生会野村病院 三鷹市下連雀8-3-6 47-4848 リハビリテーション科 仁科　彩子

神経内科・内科 綾野　水樹

神経内科 市川　弥生子

小児外科 浮山　越史

脳神経内科 内堀　歩

リハビリテーション科 岡島　康友

形成外科 尾﨑　峰

脳神経内科 所澤　任修

リハビリテーション科 髙橋　秀寿

リハビリテーション科 田代　祥一

神経内科 寺尾　安生

神経内科 寺田　さとみ

脳神経内科 永井　健太郎

脳神経内科 中島　昌典

神経内科 西山　和利

形成外科 平野　浩一

耳鼻咽喉科 宮本　真

リハビリテーション科 山田　深

脳神経内科 大石　知瑞子

リハビリテーション科 松田　恭平

神経内科 所澤　安展

神経内科 澁谷　裕彦

神経内科 茂呂　直紀

耳鼻咽喉科 猪股　浩平

脳神経内科 白鳥　嵩之

所澤クリニック 新川6-9-6シンエイビル２階 76-6055 神経内科 所澤　安展

武蔵境耳鼻咽喉科
武蔵野市境1-15-5

グランシャルール武蔵境２階Ａ室
56-8250 耳鼻咽喉科 冨藤　雅之

リハビリテーション科 髙橋　宣成

リハビリテーション科 田代　祥一

リハビリテーション科 西川　順治

リハビリテーション科 山田　深

52-3212

武蔵野市緑町2-1-33 52-3212

杏林大学医学部付属病院 三鷹市新川6-20-2 47-5511

杏林大学医学部付属病院 三鷹市新川6-20-2 47-5511

47-4848三鷹市下連雀8-3-6医療法人財団慈生会野村病院

武蔵野市武蔵野市境南町1-26-1 32-3111

武蔵野市緑町2-1-33武蔵野陽和会病院

日本赤十字社東京都支部武蔵野赤十字病院

音

声

、

言

語
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能

障

害

そ

し

ゃ

く

機

能

障

害

武蔵野陽和会病院



診断科目 医療機関名 所在地 電話番号 診療科目名 医師氏名

医療法人社団輝祥会慶真整形外科 三鷹市井の頭2-1-17 石伊ビル弐203 79-7600
整形外科・リウマチ科・リハビリ

テーション科
阿部　智行

整形外科 加藤　謙二

整形外科 加藤　宏

むさしの丘ファミリークリニック 三鷹市野崎2-19-15天文館Ⅰ３０２ 30-9988 内科、小児科、緩和ケア内科 一戸　由美子

プライムクリニック三鷹 三鷹市下連雀3-22-14岡田ビル201 26-5686 神経内科 杉山　雄亮

サウスポイントＭＹクリニック 三鷹市下連雀3-43-26 46-7851 整形外科 宮坂　芳郎

医療法人財団紘友会三鷹病院 三鷹市下連雀5-1-12 47-0800 整形外科 石名田　洋一

今給黎整形外科クリニック
三鷹市下連雀6-2-16

アトラス吉祥寺メディカルコート
26-5320 整形外科 今給黎　直明

内科 北原　武

神経内科 小池　秀海

整形外科 鈴木　恵介

整形外科 竹内　秀実

脳神経外科 中島　真人

リハビリテーション科 西田　光

リハビリテーション科 仁科　彩子

リハビリテーション科 百瀬　由佳

形成外科 木下　幹雄

内科・循環器科 登坂　淳

医療法人社団永寿会三鷹中央病院 三鷹市上連雀5-23-10 44-6161 整形外科 髙島　康夫

三鷹整形外科 三鷹市上連雀2-1-10 26-7200 整形外科 宮本　崇

神経内科・内科 綾野　水樹

心臓血管外科 伊佐治　寿彦

整形外科 石井　良章

神経内科 市川　弥生子

整形外科 市村　正一

小児外科 浮山　越史

脳神経内科 内堀　歩

神経内科 海野　佳子

脳神経内科 大石　知瑞子

リハビリテーション科 岡島　康友

整形外科 小川　潤

形成外科 尾郷　賢

高齢診療科 長田　正史

脳神経外科 門脇　親房

整形外科 川上　純範

整形外科 河路　渡

アレルギー膠原病科 岸本　暢將

脳神経外科 小柏　元英

整形外科 小谷　明弘

整形外科 小寺　正純

脳神経外科 斎藤　勇

内科 齋藤　元章

整形外科 佐々木　茂

整形外科 里見　和彦

脳神経外科 塩川　芳昭

脳神経内科 所澤　任修

神経内科 所澤　安展

リハビリテーション科 髙橋　秀寿

整形外科 高橋　雅人

形成外科 多久嶋　亮彦

脳神経外科 竹内　一夫

リハビリテーション科 田代　祥一

神経内科 田中　雅貴

内科 千葉　厚郎

神経内科 寺尾　安生

神経内科 寺田　さとみ

小児科 鴇田　雅俊

神経内科 徳重　真一

脳神経内科 永井　健太郎

神経内科 中島　昌典

脳神経外科 永根　基雄

内科、人工透析内科、リウマチ科 中林　公正

小児科 中村　由紀子

神経内科 西山　和利

脳神経外科 野口　明男

小児科 萩田　美和

整形外科 長谷川　淳

高齢診療科 長谷川　浩

脳卒中科 平野　照之

整形外科 宝亀　登

リハビリテーション科 松田　恭平

小児科 松田　博雄

脳神経外科 丸山　啓介

医療法人社団心愛会

ＴＯＷＮ訪問診療所三鷹
59-0280

三鷹市上連雀1-1-5

三鷹ロイヤルハイツ１０４号室

加藤整形外科医院 三鷹市井口2-3-1

医療法人財団慈生会野村病院

31-3332

三鷹市下連雀8-3-6 47-4848

肢

体

不

自

由

杏林大学医学部付属病院 三鷹市新川6-20-2 47-5511



診断科目 医療機関名 所在地 電話番号 診療科目名 医師氏名

神経内科 宮崎　泰

小児科 宮田　世羽

整形外科 望月　一男

整形外科 森井　健司

リハビリテーション科 山田　深

神経内科 澁谷　裕彦

神経内科 茂呂　直紀

整形外科 小西　一斉

脳神経内科 白鳥　嵩之

所澤クリニック 三鷹市新川6-9-6 シンエイビル2階 76-6055 神経内科 所澤　安展

まさ整形外科
三鷹市北野4-12-17

きたのメディカルパーク２階
70-6670 整形外科 渡邊　雅令

医療法人社団勁心会天神前クリニック 三鷹市牟礼7-1-24 71-8191 整形外科 浅見　泰宏

松井外科病院 武蔵野市吉祥寺東町1-19-23 22-2270 整形外科 林　靖人

松井クリニック 武蔵野市吉祥寺東町2-17-27 20-1001 内科 松井　秀樹

整形外科 森　愛樹

整形外科 齋藤　良彦

脳神経外科 榊原　常緑

脳神経外科 髙草木　宏之

整形外科 藤井　正道

整形外科 森本　理芽子

整形外科 光岡　清香

脳神経外科 松田　美奈子

医療法人社団藤啓会北町診療所 武蔵野市吉祥寺北町1-1-3 22-8151 整形外科 石山　嘉宣

医療法人社団エトワール会たんぽぽクリニック 武蔵野市吉祥寺北町3-5-8-107 51-5143 脳神経外科 井上　俊之

城整形外科クリニック 武蔵野市吉祥寺本町1-21-2 201 23-8846 整形外科 城　良二

しんむら整形外科クリニック 武蔵野市吉祥寺本町1-33-3 イトウビル1階 23-6688 整形外科 新村　光太郎

岡田クリニック 武蔵野市吉祥寺本町1-4-14 ミヤケビル5階 26-9029 整形外科 岡田　匡司

晴朗クリニック
武蔵野市吉祥寺本町2-10-12

コリドール武蔵野市吉祥寺102号
23-7234 内科 阪井　哲男

安岡整形外科脳外科クリニック 武蔵野市吉祥寺本町2-14-8 20-2010 整形外科 安岡　正蔵

医療法人社団東京萌気会

吉祥寺本町クリニック

武蔵野市吉祥寺本町3-11-1本町池田ビル2

階
23-2339

内科・リハビリテー

ション科・整形外科
髙野　喜久雄

医療法人社団りょうよう春木医院 武蔵野市境1-5-4 51-4567 リハビリテーション科 春木　英一

医療法人社団雄平会長沼整形外科・内科医

院
武蔵野市境2-13-6-1階 59-1300 整形外科 長沼　浩二

医療法人社団白百合会

スイング・ビル野崎クリニック
武蔵野市境2-14-1 スイング８階803号 36-3534 神経内科 野﨑　稔

リハビリテーション科 秋元　秀昭

整形外科 足達　信哉

神経内科 網野　猛志

神経内科 一條　真彦

脳神経外科 荻島　隆浩

内科 鎌田　智幸

整形外科 江夏　元揚

整形外科 小久保　吉恭

整形外科 佐藤　茂*

整形外科 佐藤　雄亮

脳神経外科 佐藤　洋平

リハビリテーション科 髙橋　紳一

膠原病・リウマチ内科 髙村　聡人

脳神経外科 富田　博樹

整形外科 野間　未知多

整形外科 原　慶宏

整形外科 村澤　茂

整形外科 山崎　隆志

神経内科 綿引　定清

整形外科 足達　信哉

整形外科 江夏　元揚

整形外科 村澤　茂

湯川リウマチ内科クリニック 武蔵野市境南町3-14-6山桃ビル３階 31-1155 リウマチ科・内科 湯川　宗之助

武蔵境病院付属あんずクリニック 武蔵野市武蔵野市境南町4-1-15 50-9770 整形外科 天野　秀介

河原クリニック 武蔵野市西久保2-14-5 55-7500 整形外科 河原　徹

医療法人社団ゆうの会むさしの共立診療所 武蔵野市西久保2-17-11 52-2512 脳神経内科 穗坂　有加

医療法人社団白百合会

タワーズ内科クリニック

武蔵野市中町1-12-10武蔵野タワーズスカ

イゲートタワータワーズモール内５階・Ｂ

号

50-1331 神経内科 野﨑　稔

整形外科 吉方　一悟

整形外科 花岡　央泰

じょういち医院 武蔵野市中町2-5-3 51-2006 神経内科 城市　貴史

内科 一條　眞琴

整形外科 磐田　振一郎

整形外科 岩本　靖彦

整形外科 金井　洋夫

整形外科 木田　直俊

リハビリテーション科 佐藤　貴子

リハビリテーション科 髙橋　宣成

リハビリテーション科 田代　祥一

脳神経外科 玉置　正史

リハビリテーション科 西川　順治

リハビリテーション科 山田　深

介護老人保健施設ハウスグリーンパーク 武蔵野市緑町2-3-21 37-1122 内科 一條　眞琴

杏林大学医学部付属病院 三鷹市新川6-20-2 47-5511

日本赤十字社東京都支部武蔵野赤十字病院 武蔵野市武蔵野市境南町1-26-1 32-3111

肢

体

不

自

由

52-3212武蔵野市緑町2-1-33

45-2161武蔵野市吉祥寺南町3-14-4医療法人啓仁会吉祥寺南病院

52-4371武蔵野市中町2-2-4吉方病院

武蔵野陽和会病院



診断科目 医療機関名 所在地 電話番号 診療科目名 医師氏名

武蔵野みどり診療所 三鷹市井の頭5-7-36ＳＡＫＵＲＡ１階 24-9933 呼吸器内科 肥留川　一郎

医療法人社団Ｏ・Ｍ・Ｓ

むむさし野さいとうクリニック
三鷹市下連雀3-43-19-101 70-1701 呼吸器科 齊藤　修

呼吸器内科 小川　和雅

内科 齋喜　優子

医療法人社団永寿会三鷹中央病院 三鷹市上連雀5-23-10 44-6161 呼吸器科 久吉　隆郎

神経内科・内科 綾野　水樹

呼吸器内科 石井　晴之

小児外科 浮山　越史

内科 河合　伸

外科 輿石　義彦

呼吸器科 呉屋　朝幸

呼吸器内科 皿谷　健

脳神経内科 所澤　任修

呼吸器内科 高倉　裕樹

呼吸器内科 髙田　佐織

リハビリテーション科 髙橋　秀寿

呼吸器外科 橘　啓盛

呼吸器・甲状腺外科 田中　良太

呼吸器外科 長島　鎮

外科 柳田　修

呼吸器内科 横山　琢磨

呼吸器内科 本多　紘二郎

呼吸器内科 和田　裕雄

小児外科 渡邉　佳子

呼吸器内科 井上　真奈美

小児科 鴇田　雅俊

呼吸器内科 本多　紘二郎

脳神経内科 白鳥　嵩之

あかいしクリニック 三鷹市深大寺2-35-39 47-1000 呼吸器科 赤石　亨

医療法人社団東仁会吉祥寺あさひ病院 武蔵野市吉祥寺本町1-30-12 22-1120 内科 坂川　英一郎

木下循環器呼吸器内科クリニック 武蔵野市吉祥寺本町1-33-6木下ビル１階 22-8300 呼吸器内科 木下　陽

中じまクリニック
武蔵野市吉祥寺本町2-14-5

SAURUS吉祥寺２階
21-6251

呼吸器内科・内科・

外科
中嶋　伸

呼吸器外科 籠橋　千尋

呼吸器科 瀧　玲子

内科 筒井　秀人

外科 矢野　真

呼吸器外科 分島　良

惠島　将

リハビリテーション科 西川　順治

内科 山本　昭彦

杏林大学医学部付属病院 三鷹市新川6-20-2 47-5511

呼

吸

器

機

能

障

害

武蔵野陽和会病院

医療法人財団慈生会野村病院 三鷹市下連雀8-3-6 47-4848

武蔵野市緑町2-1-33 52-3212

日本赤十字社東京都支部武蔵野赤十字病院 武蔵野市境南町1-26-1 32-3111



診断科目 医療機関名 所在地 電話番号 診療科目名 医師氏名

医療法人財団慈生会野村病院 三鷹市下連雀8-3-6 47-4848 循環器内科 須藤　憲一

医療法人社団優育会渡辺こどもクリニック 三鷹市下連雀9-5-1 泰成マンション１階１０、１１号室41-1550 小児科 渡邉　直幸

医療法人社団心愛会

ＴＯＷＮ訪問診療所三鷹

三鷹市上連雀1-1-5

三鷹ロイヤルハイツ１０４号室
59-0280 内科・循環器科 登坂　淳

医療法人社団ゆみの

ゆみのハートクリニック三鷹

上連雀2-2-1

２階ネベル三鷹２０１号室２０２号室
76-8808 循環器内科 鈴木　豪

医療法人社団大由会小島内科クリニック 三鷹市上連雀2-4-8 45-1210 循環器内科 山内　康照

医療法人社団建英会　浅野クリニック 三鷹市上連雀3-5-19 46-5512 循環器内科 淺野　冬樹

医療法人社団永寿会三鷹中央病院 三鷹市上連雀5-23-10 44-6161 循環器科 上ノ畑　真

内科 青木　伸夫

外科 石橋　修

小児科 大島　正浩

心臓血管外科 窪田　博

心臓血管外科 越川　雅宏

循環器内科 佐藤　徹

循環器内科 佐藤　俊明

リハビリテーション科 髙橋　秀寿

胸部外科 田中　修

循環器科 戸成　邦彦

高齢診療科 長谷川　浩

小児科 保﨑　明

内科 柳澤　厚生

循環器内科 吉野　秀朗

内科 四倉　正之

小児科 藁谷　理

循環器内科 金剛寺　謙

循環器内科 三輪　陽介

循環器内科 伊波　巧

循環器内科 佐藤　一樹

外科 松井　正治

心臓血管外科 小船井　良夫

循環器内科 菊池　利夫

循環器内科 酒井　吉郎

小児科 三森　重和

内科 秋元　芳典

内科 宮城　学

循環器内科 松坂　憲

晴朗クリニック
武蔵野市吉祥寺本町2-10-12

コリドール武蔵野市吉祥寺102号
23-7234 内科 青木　頼子

森本病院 武蔵野市吉祥寺本町2-2-5 22-5161 循環器内科 芝田　貴裕

循環器科 尾林　徹

心臓血管外科 田﨑　大

循環器科 永田　恭敏

内科 丹羽　明博

循環器科 野里　寿史

心臓血管外科 藤原　等

心臓血管外科 吉﨑　智也

医療法人社団臥牛会

ごとう内科・循環器クリニック
武蔵野市境南町2-20-6 32-5048 循環器内科 後藤　依里

田原医院 武蔵野市関前3-3-9 51-8458 循環器科 田原　順雄

日本赤十字社東京都支部武蔵野赤十字病院

松井外科病院

武蔵野市境南町1-26-1 32-3111

三鷹市新川6-20-2 

心

臓

機

能

障

害

48-6311

47-5511

医療法人社団啓仁会吉祥寺南病院 吉祥寺南町3-14-4 45-2161

武蔵野市吉祥寺東町1-19-23 22-2270

武蔵野市吉祥寺南町1-8-6

カーサカルム吉祥寺二階

医療法人社団榊原厚生会

吉祥寺榊原クリニック

杏林大学医学部付属病院



診断科目 医療機関名 所在地 電話番号 診療科目名 医師氏名

医療法人社団東仁会　三鷹腎クリニック 三鷹市下連雀3-44-17 エルヴェ三鷹三階 76-7076 外科 菊池　賢治

医療法人社団實理会東京国際大堀病院 三鷹市下連雀4-8-40 47-1000 泌尿器科 山下　英之

医療法人社団永寿会三鷹中央病院 三鷹市上連雀5-23-10 44-6161 泌尿器科 仁藤　博

内科 池谷　紀子

腎臓内科 内田　裕子

腎臓内科 小澤　祐子

内科 要　伸也

消化器・呼吸器外科 軽部　美穂

腎臓内科・リウマチ

膠原病内科
川上　貴久

内科 川嶋　聡子

内科 北本　清

腎臓内科 久木元　光

腎臓リウマチ膠原病

内科
國沢　恭平

腎臓内科 國友　理恵

腎臓リウマチ膠原病

内科
佐藤　由利子

腎臓内科 清水　英樹

内科 副島　昭典

腎臓内科 髙橋　孝幸

腎臓内科 竹森　愛

内科 長沢　俊彦

内科・人工透析内

科・リウマチ科
中林　公正

泌尿器科 奴田原　紀久雄

泌尿器科 東原　英二

内科 福岡　利仁

腎臓内科 前田　啓造

内科、リウマチ科、

腎臓内科
増古　紳太郎

内科 吉原　堅

腎臓内科
李　恵怜

(清水　恵怜）

腎臓内科 鮎澤　信宏

小児科 木内　善太郎

仙川腎リウマチ・内科クリニック
三鷹市中原1-28-22

ビレッジ仙川壱番館１階

03-

5969-

9668

内科、リウマチ科、

腎臓内科
増古　紳太郎

吉祥寺・藤田クリニック
武蔵野市吉祥寺南町1-1-10

吉祥寺ＭＡビルディング７階
40-5177 腎臓内科 藤田　恵美子

井の頭クリニック
武蔵野市吉祥寺南町1-8-10-302

エクセレンス吉祥寺
42-2181 小児科 吉田　滋彦

内科 星野　身穂

内科 米田　文男

もとはし内科 武蔵野市吉祥寺北町2-19-9 23-6886 内科 本橋　茂

医療法人社団陽和会さくら並木クリニック 武蔵野市吉祥寺北町4-11-20 52-3172 内科 松本　真由子

内科・腎臓・膠原病

科
有村　義宏

腎臓内科 塩田　潤

内科 多川　齊

内科 中本　安

腎臓内科 安田　隆

医療法人社団東仁会武蔵境駅前クリニック 武蔵野市境1-15-10 イストワール２階 59-0366 腎臓内科 神谷　康司

財団法人天誠会　武蔵境病院 武蔵野市境1-18-6 51-0301 内科 天野　英介

内科 安藤　亮一

内科（人工透析） 岩本　俊輔

泌尿器科 塩見　誉

腎臓内科 正田　若菜

腎臓内科 高橋　大栄

腎臓内科 髙𣘺　直宏

腎臓内科 久山　環

医療法人社団豊済会境南クリニック
武蔵野市武蔵野市境南町2-7-19

境南スカイビル
33-8411 内科 石田　雄二

内科 遠藤　哲也

泌尿器科 中井　秀郎

内科 松本　真由子

医療法人社団陽和会　西窪病院 武蔵野市緑町2-1-40 52-3417 内科 長谷川　理

医療法人社団緑祐会吉祥寺駅前クリニック

武蔵野陽和会病院

武蔵野市吉祥寺南町2-2-5

アスコーナミエビル７階
72-3088

52-3212武蔵野市緑町2-1-33 

杏林大学医学部付属病院 三鷹市新川6-20-2 47-5511

武蔵野市吉祥寺本町1-30-12 22-1120

じ

ん

臓

機

能

障

害

医療法人社団東仁会吉祥寺あさひ病院

32-3111武蔵野市武蔵野市境南町1-26-1 日本赤十字社東京都支部武蔵野赤十字病院



診断科目 医療機関名 所在地 電話番号 診療科目名 医師氏名

医療法人社団東仁会　三鷹腎クリニック 三鷹市下連雀3-44-17 エルヴェ三鷹３階 76-7076 外科 菊池　賢治

泌尿器科 権藤　立男

泌尿器科 夏山　隆夫

泌尿器科 山下　英之

外科 井上　幸紀

外科 大谷　吉明

外科 白山　才人

外科 櫻井　経徳

泌尿器科 仁藤　博

消化器科 吉田　正一

消化器・一般外科 麻生　喜祥

消化器・一般外科 飯岡　愛子

消化器外科 磯部　聡史

神経内科 市川　弥生子

小児外科 浮山　越史

脳神経内科 内堀　歩

泌尿器科 桶川　隆嗣

消化器科 唐國　公男

外科 木内　立男

消化器・一般外科 吉敷　智和

泌尿器科 北村　盾二

泌尿器科 鮫島　未央

外科 清水　篤

消化器・一般外科 鈴木　裕

下部消化管外科 須並　英二

泌尿器科 田口　慧

泌尿器科 多武保　光宏

神経内科 寺田　さとみ

消化器外科 鳥居　治文

脳神経内科 永井　健太郎

脳神経内科 中島　昌典

泌尿器科 中村　雄

神経内科 西山　和利

小児外科 韮澤　融司

泌尿器科 奴田原　紀久雄

泌尿器科 東原　英二

泌尿器科 福原　浩

外科 正木　忠彦

泌尿器科 舛田　一樹

外科 松岡　弘芳

外科 森　俊幸

外科 八木田　旭邦

泌尿器科 山口　剛

小児外科 渡邉　佳子

脳神経内科 大石　知瑞子

神経内科 所澤　安展

神経内科 澁谷　裕彦

脳神経内科 白鳥　嵩之

小児科 木内　善太郎

所澤クリニック 三鷹市新川6-9-6 シンエイビル2階 76-6055 神経内科 所澤　安展

ふじもとこどもクリニック 三鷹市牟礼2-11-22ビバリーホームズ吉祥寺南１０４号室24-9501 小児外科 藤本　隆夫

外科 近藤　髙志

外科 森　俊幸

外科･消化器外科･大

腸･肛門外科
阿南　匡

外科・消化器外科 山下　重雄

医療法人社団東仁会吉祥寺あさひ病院 武蔵野市吉祥寺本町1-30-12 56-2002 外科 中嶋　雅彦

消化器外科 大司　俊郎

外科 加藤　俊介

外科 蕪木　友則

泌尿器科 佐藤　雄二郎

泌尿器科 塩見　誉

外科 髙橋　勝三

泌尿器科 田中　良典

外科 長野　裕人

外科 畑尾　正彦

泌尿器科 保科　勇斗

外科 丸山　洋

泌尿器科 中井　秀郎

泌尿器科 長倉　和彦

医療法人社団陽和会西窪病院 武蔵野市緑町2-1-40 52-3417 泌尿器科 山藤　政夫

公益財団法人武蔵野健康づくり事業団付属

診療所

武蔵野市吉祥寺北町4-8-10　武蔵野市立

保健センター2階
51-2828 外科 嘉和知　靖之

44-6161

松井外科病院

医療法人啓仁会吉祥寺南病院

医療法人社団永寿会三鷹中央病院

医療法人社団實理会東京国際大堀病院

医療法人財団慈生会野村病院

52-3212武蔵野市緑町2-1-33 武蔵野陽和会病院

武蔵野市吉祥寺南町3-14-4 45-2161

22-2270武蔵野市吉祥寺東町1-19-23 

47-4848

三鷹市上連雀5-23-10 

三鷹市下連雀8-3-6 

三鷹市下連雀4-8-40 47-1000

杏林大学医学部付属病院 三鷹市新川6-20-2 47-5511

32-3111武蔵野市武蔵野市境南町1-26-1 日本赤十字社東京都支部武蔵野赤十字病院

直

腸

・

ぼ

う

こ

う

機

能

障

害



診断科目 医療機関名 所在地 電話番号 診療科目名 医師氏名

医療法人財団慈生会野村病院 三鷹市下連雀8-3-6 47-4848 外科 井上　幸紀

医療法人社団永寿会三鷹中央病院 三鷹市上連雀5-23-10 44-6161 外科（消化器科） 吉田　正一

消化器・一般外科 麻生　喜祥

小児外科 浮山　越史

外科 木内　立男

消化器・一般外科 鈴木　裕

下部消化管外科 須並　英二

消化器外科 鳥居　治文

小児外科 韮澤　融司

外科 松岡　弘芳

小児外科 渡邉　佳子

松井外科病院 武蔵野市吉祥寺東町1-19-23 22-2270 外科 近藤　髙志

外科･消化器外科･大

腸･肛門外科
阿南　匡

消化器外科 山下　重雄

消化器外科 大司　俊郎

外科 蕪木　友則

外科 長野　裕人

外科 丸山　洋

公益財団法人武蔵野健康づくり事業団付属

診療所

武蔵野市吉祥寺北町4-8-10　武蔵野市立

保健センター2階
51-2828 外科 嘉和知　靖之

医療法人社団啓仁会吉祥寺南病院

杏林大学医学部付属病院

武蔵野市吉祥寺南町3-14-4 45-2161

三鷹市新川6-20-2 47-5511

日本赤十字社東京都支部武蔵野赤十字病院 武蔵野市武蔵野市境南町1-26-1 32-3111

小

腸

機

能

障

害



診断科目 医療機関名 所在地 電話番号 診療科目名 医師氏名

医療法人財団慈生会野村病院 三鷹市下連雀8-3-6 47-4848 内科 佐藤　文哉

内科 河合　伸

感染症科 倉井　大輔

感染症科 小林　治

感染症内科 佐野　彰彦

感染症科 嶋崎　鉄兵

内科 早川　順

小児科 別所　文雄

内科 武者　晃永

小児科 長澤　正之

内科 長田　薫

内科 浜口　裕之

杏林大学医学部付属病院

日本赤十字社東京都支部武蔵野赤十字病院

免

疫

障

害

47-5511三鷹市新川6-20-2

武蔵野市武蔵野市境南町1-26-1 32-3111



診断科目 医療機関名 所在地 電話番号 診療科目名 医師氏名

医療法人財団慈生会野村病院 三鷹市下連雀8-3-6 47-4848 内科 丁　守晢

医療法人社団うちはら内科クリニック 三鷹市上連雀7-11-7 石井ビル一階 40-6180 消化器内科 内原　正勝

小児外科 浮山　越史

消化器内科 川村　直弘

腫瘍内科 鈴木　英一郎

腫瘍内科 長島　文夫

腫瘍内科 古瀨　純司

小児外科 渡邉　佳子

かみやま内科クリニック 武蔵野市境1-9-9 60-3188 内科 神山　俊典

消化器科 泉　並木

消化器科 黒崎　雅之

消化器科 土谷　薫

消化器科 中西　裕之

外科 高松　督

肝

臓

機

能

障

害
杏林大学医学部付属病院

32-3111日本赤十字社東京都支部武蔵野赤十字病院

三鷹市新川6-20-2 47-5511

武蔵野市境南町1-26-1


