№

医療機関名

所在地

電話番号

1 岡小児科内科クリニック

鵜の木1-16-19

（3758）3387

2 おぎわら医院

鵜の木2-7-5

(3750)5670

3 塩口産婦人科

鵜の木2-16-10

(3758)3660

4 依田医院

鵜の木2-26-2

(3759)2705

5 あきもと佳内科クリニック

鵜の木3-6-2

（5741）3711

6 大田病院附属うのき診療所

鵜の木3-13-10

（3750）5351

7 青木医院

久が原2-12-10 １F

(5748)1216

8 伴野内科クリニック

久が原3-36-13 １F

(5747)1188

9 城南内科クリニック

久が原3-37-8

(3754)7836

10 染川医院

久が原5-11-10

(3751)7254

11 久が原こどもクリニック

久が原5-14-14 1F

(5747)2802

12 谷川医院

南久が原1-8-16

(3751)3198

13 堀越医院

南久が原2-5-21 1F

(3753)3731

14 ボク上池台クリニック

上池台1-7-10 1F

（5499）3399

15 あだちクリニック

上池台1-11-6 2F

（3729）0336

16 山田内科医院

上池台1-40-3

(3729)5720

17 みやもと医院

上池台2-4-17 2F

（6425）4976

18 岩元クリニック

上池台2-13-2

（5754）2597

19 瀬川医院

上池台2-23-11

（3727）5563

20 しぶいこどもクリニック

上池台2-40-11 B1F

（3748）0415

21 須藤メディカルクリニック

上池台4-6-5

（3720）7675

22 あべ内科皮フ科クリニック

上池台5-16-5 １F

（5754）2755

23 松原内科

雪谷大塚町18-9

（3727）6336

24 かわかみクリニック

雪谷大塚町19-14

（5754）5599

25 井上クリニック

千鳥1-5-3 1F

（5747）5585

26 白取内科クリニック

千鳥1-19-10 １F

(5747)0861

27 三浦医院

千鳥2-14-3

（3750）6969

28 オダチ外科内科クリニック

仲池上1-10-3 201

(5748)7144

29 どうどうクリニック

仲池上1-31-13

（5747）2333

30 田園調布呼吸器・内科クリニック

田園調布1-1-17 1F

（6662）6711

31 岩田レディースクリニック

田園調布1-6-11

（3722）1272

32 梅林医院

田園調布1-11-14 B103

(3722)7211

33 瀬尾内科医院

田園調布1-13-4

(3721)0266

34 永山クリニック

田園調布1-33-9

（3722）5222

35 田園調布オリーブレディースクリニック 田園調布2-40-19

（3721）8008

36 田園調布中央病院

田園調布2-43-1

(3721)7121

37 柳澤博愛医院

田園調布2-56-10

(3722)1121

38 田園調布ファミリークリニック

田園調布2-62-5 東急スクエアガーデンサイト南館2F

（3721）1234

39 クリニックＤｏ田園調布

田園調布3-40-4

（5755）5070

40 田園小児科クリニック

田園調布5-36-3

（3722）0765

41 田園調布醫院

田園調布南22-10 1F

（5732）1955

42 大石小児科

田園調布本町2-4

（3721）3995

43 竹内内科小児科医院

田園調布本町40-12 2F

（3721）5222

44 石川台内科クリニック

東雪谷2-3-2-101

（3726）1250

45 伊丹内科医院

東雪谷2-17-1 1F

（3748）0028

46 やすだ内科クリニック

東雪谷2-25-12-101

（3726）0660

47 和田循環器内科

東雪谷3-18-11 1F

（5499）0747

48 並木医院

東雪谷5-27-13

（3720）8041

49 山村内科胃腸科クリニック

南雪谷2-2-13

（3727）1955

50 佐藤外科内科胃腸科クリニック

南雪谷2-9-10

（3727）7384

51 永石医院

南雪谷2-10-2

(3728)0345

52 武井クリニック

南雪谷2-17-7 1F

（5499）8322

53 福井医院

南雪谷5-7-11

（3727）5794

54 村上内科

南雪谷5-11-7

(3728)2113

55 松尾医院

東嶺町19-7

(3751)3976

56 久ヶ原産婦人科

東嶺町29-11

（3755）0303

57 久が原内科クリニック

東嶺町30-15

(3750)0209

58 しろした医院

東嶺町41-23

(5741)2001

59 雪谷大塚クリニック

北嶺町2-6

（5754）2062

60 立石医院

北嶺町3-27

(3720)3404

61 すずきこどもクリニック

北嶺町12-5 1F

(5754)5800

62 ななこレディースクリニック

北嶺町12-14 1F

（3728）3775

63 今井医院

北嶺町30-13

(6421)8081

64 しみず内科クリニック

北嶺町37-29 2F

（3728）8611

65 山口医院

南千束2-17-2

（3729）9153

66 まつもとクリニック

南千束3-19-18

(3729)7115

67 うつのみや内科クリニック

北千束1-44-1 1F

（5726）9807

68 村上医院

北千束1-53-15

（3717）6517

69 北千束内科クリニック

北千束2-15-2

(3748)2348

70 富田医院

北千束2-48-9

(3729)2222

71 北千束整形外科

北千束3-17-10

（3748）8100

72 大岡山ウィメンズクリニック

北千束3-23-5 2F

(5754)2814

73 沼部クリニック

北千束3-25-15

(3729)3600

74 柳沢医院

北千束3-28-6

(3729)3638

75 中原医院

北千束3-33-3

(3729)5858

