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中央区 病院 1
学校法人聖路加国際大学　聖路加国際
病院

中央区明石町9番1号
03-5550-7166
英語･中国語･韓国語･ﾛｼ
ｱ語

http://hospital.luke.ac.jp（日本語）
http://hospital.luke.ac.jp/eng（英語）
http://hospital.luke.ac.jp/cn/for-patients/（中国語）
http://hospital.luke.ac.jp/es/for-patients/（スペイン語）
http://hospital.luke.ac.jp/ru/for-patients/（ロシア語）
http://hospital.luke.ac.jp/tl/for-patients/（タガログ語）
http://hospital.luke.ac.jp/fr/for-patients/（フランス語）

港区 病院 1 JCHO東京高輪病院 港区高輪3-10-11
03-3443-9191
03-3443-9193 英中露

http://takanawa.jcho.go.jp

港区 病院 1 国家公務員共済組合連合会虎の門病院 港区虎ノ門2-2-2 03-3588-1111
https://www.toranomon.gr.jp/（日本語）
https://www.toranomon.gr.jp/global/（英語）

文京区 病院 1 順天堂大学医学部附属順天堂医院 文京区本郷3-1-3
03-5802-1985英語
03-5802-1985中国語

https://www.juntendo.ac.jp/hospital/ihc/about.html（日本語、英語、
中国語）

文京区 病院 1 東京医科歯科大学病院 文京区湯島1-5-45 03-5803-5650
http://www.tmd.ac.jp/medhospital/index.html (日本語)
http://www.tmd.ac.jp/medhospital/english/ (英語)
http://www.tmd.ac.jp/medhospital/cn/（中国語）

港区 病院 2 国際医療福祉大学三田病院 港区三田1-4-3 03-3451-8121(代)
http://mita.iuhw.ac.jp/（日本語)
http://mita.iuhw.ac.jp/english/　(英語)
http://mita.iuhw.ac.jp/chinese/　(中国語)

港区 病院 2 東京都済生会中央病院 港区三田1－4－17
03-3451-8211(代表日
本語のみ)

http://www.saichu.jp/（日本語）
https://www.saichu.jp/en/（英語）

文京区 病院 2
地方独立行政法人東京都立病院機構
東京都立駒込病院

文京区本駒込三丁目18番22号 03-3823-2101

https://www.tmhp.jp/komagome/(日本語)
https://www.tmhp.jp/komagome/en/　(英語)
https://www.tmhp.jp/komagome/zh/(中国語)
https://www.tmhp.jp/komagome/ko/(韓国語)

千代田区 診療所 2 東京ビジネスクリニック　八重洲北口
千代田区丸の内１－８－２　鉄鋼ビルディ
ングＢ１Ｆ

03-6268-0079 http://businessclinic.tokyo

千代田区 診療所 2 ユアクリニック秋葉原 千代田区外神田4-9-2千住ビル4階 03-3256-1180 https://yourclinicakb.jp/

千代田区 診療所 2
聖路加国際病院附属クリニック聖路加メ
ディローカス

千代田区大手町一丁目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

03-3527-9520 英語

http://medilocus.luke.ac.jp/（日本語）
http://medilocus.luke.ac.jp/index-e.html（英語）
http://medilocus.luke.ac.jp/medical-tourism/index-c.html（中国語）
http://medilocus.luke.ac.jp/medical-tourism/index-r.html（ロシア語）
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千代田区 診療所 2 てとあしの血管クリニック東京
千代田区神田須田町1-5-10 相鉄万世
橋ビル1階

03-5289-0072

千代田区 診療所 2 東京シーサイドクリニック
千代田区平河町２－１４－７　YUKEN平
河町ビル３F

03-6272-6616 http://www.ts-clinic.jp

千代田区 診療所 2
医療法人社団　爽治会　イワサキクリニッ
ク東京

千代田区鍛冶町2-9-5
東園ビル3F

03-3256-0055 http://www.soujikai.jp/clinic/iwasaki-tokyo.html

千代田区 診療所 2
医療法人社団知慎会
JTKクリニック

千代田区麹町4-1-5
麹町志村ビル 2階

03-6261-6386
(+81-3-6261-6386)

https://www.jtkclinic.com/

千代田区 診療所 2 麹町皮ふ科・形成外科クリニック
千代田区平河町1-4-5 平和第一ビル地
下1階

03-6261-2458
http://www.kojihifu.com/（日本語）
http://estdoc.jp/english/doctor/0255963.html（英語）

千代田区 診療所 2 しのみやクリニック
千代田区神田佐久間町3－37－59　マ
ルチーノビル３F

03-5687-1516

千代田区 診療所 2 日比谷クリニック
千代田区有楽町1-7-1有楽町電気ビル
南館３階

03-3215-1105 https://hibiya-clinic.com/

千代田区 診療所 2 医療法人社団　渡航者健診クリニック
千代田区有楽町1-7-1有楽町電気ビル
南館３階

03-3212-0105 https://hibiya-clinic.com/medical_checkup/

千代田区 診療所 2 帝国クリニック
東京都千代田区内幸町１－１－１　帝国
ホテル本館4階

03-3503-8681 https://tokyo-doctors.com/clinicList/26924/

中央区 診療所 2 KISHI CLINICA FEMINA
中央区銀座8-5-6 並木通り中島商事ビ
ル 5F

03-5537-7171
http://www.kishiclinicafemina.jp（日本語）
http://www/kishiclinicafemina.jp/english（英語）
http://www.kishiclinicafemina.jp/chinese（中国語）

中央区 診療所 2 高橋医院 中央区八丁堀3-26-8高橋ビル1階 03-3551-5955
https://hatchobori.jp/english/（英語）
https://hatchobori.jp/（日本語）

中央区 診療所 2 銀座並木通り　心療内科・内科クリニック 中央区銀座8-5-4　マディソンビル7階 03-6228-5581：英語 https://www.psim.cc　（日本語）

中央区 診療所 2 医療法人社団　小池医院 中央区日本橋室町1-12-9 03-3271-0813　英語 http//www.koike-iin.or.jp

中央区 診療所 2 原井クリニック 中央区京橋2-6-6藤木ビル2F 03-3538-6055 www.harai.net

中央区 診療所 2 五十嵐内分泌クリニック 中央区日本橋本町1-5-11-2Ｆ 03-3820-8855 http://www.igarashi-cl.jp/（日本語）
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港区 診療所 2 東京スキンクリニック 港区六本木2-4-9-2F
03-3585-0272/-0282:
英語・オランダ語・フランス
語・ドイツ語

http://www.tokyo-skin-clinic.com（日本語・英語）
http://www.skin-clinic.tokyo(英語)

港区 診療所 2 六本木HATクリニック 港区六本木３－１－１六本木T-CUBE２Ｆ
03-3584-1132（日本
語）
03-3585-3232（英語）

http://www.roppongi-hat.com/（日本語）
http://www.roppongi-hat.com/english/（英語）

港区 診療所 2 虎ノ門中村クリニック
東京都港区虎ノ門3-10-4虎ノ門ガーデ
ン103

03-6823-1409 http://tnyc.tokyo

港区 診療所 2 西麻布インターナショナルクリニック 港区西麻布3-17-20　LY西麻布２F 03-6447-5966
http://nic-med.com/（日本語）
http://nic-med.com/english.html（英語）

港区 診療所 2 京野アートクリニック高輪 港区高輪3－1－3－1高輪コート5階 03-6408-4124
https://ivf-kyono.com/（日本語）
https://ivf-kyono.com/english/（英語）

港区 診療所 2 しば胃腸こうもんクリニック 港区芝4－11－5　KT　ビル３F 03－6453－9307
shibaangel.com（日本語）
www.shibaangel.com/english/（英語）

港区 診療所 2 表参道ヘレネクリニック
港区南青山 5-9-15　青山OHMOTOビル
3階

03-3400-2277
(全言語共通)

https://stemcells.jp/ (日本語)
http://stemcellcenter.cc/cn/en/ (英語)
http://stemcellcenter.cc/cn/ (中国語)
http://stemcellcenter.cc/vn/ (ベトナム語)

港区 診療所 2 高輪台レディースクリニック
港区高輪3-8-17メディカルプライム高輪
３F

03-3441-1377 http://www.takanawa-lc.com

港区 診療所 2 インターナショナルヘルスケアクリニック 港区新橋2丁目10－5末吉ビル3階 03-3501-1330
http://www.ihc-clinic.jp/（日本語）
http://www.ihc-clinic.jp/en/（英語）

港区 診療所 2 麻布整形外科クリニック 港区麻布十番3-6-9　ヒルサイド麻布１F 03-5765-2020 http://www.azabu-seikei.com（日本語、英語）

港区 診療所 2 欅坂上医科歯科クリニック 港区元麻布3-2-19　モモンビル5F 03-6804-2211 http://www.kmdc.tokyo (日本語)

港区 診療所 2 耳鼻咽喉科クマダ・クリニック
港区西麻布4-2-6 エル・ファースト・ビル
3F

03-5766-3357
http://kumadaclinic.org (日本語)
http://kumadaclinic.org/english (英語)

港区 診療所 2 浜松町こころのステーション・クリニック 港区浜松町２丁目3-1 03-6452-8626 https://kokoro-station.jp
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港区 診療所 2 麻布十番クリニック 港区麻布十番1-7-11深瀬ビル2階 03-5786-1710：英語 https://azabujuban-clinic.com/　（日本語）

港区 診療所 2 医療法人順齡會　赤坂おだやかクリニック
東京都港区赤坂5-3-1赤坂Ｂｉｚタワーア
ネックス2階

03-6234-0511 https://www.akasaka-odayaka.com/

港区 診療所 2 まつみレディースクリニック三田 東京都港区芝4-5-8　池藤ビル３階 03-6453-8355
https://matsumi-lc.jp/ (日本語)
https://matsumi-lc.jp/english.html(英語)

港区 診療所 2 表参道ウィズ・クリニック
東京都港区北青山3－12－９　青山花茂
ビル

03-5962-7018（日本
語、外国語含む）

https://wizclinic.jp/(日本語)

文京区 診療所 2 本郷耳鼻咽喉科クリニック
文京区本郷4-2-8　フローラビルディング
2階

03-5689-4133
http://www.hongoent.com/（日本語）
http://www.hongoent.com/english/（英語）

文京区 診療所 2 医療法人社団春日会伝通院クリニック 文京区小日向四丁目6番18号 81-3-6912-1565 https://dentsuin.jp/

文京区 診療所 2 白山ながみね眼科 文京区白山5-36-9 白山麻の実ビル5F 03-5842-2232 http://www.nagamine-eye.com (日本語)

文京区 診療所 2 中村クリニック 文京区小石川3-27-6 03-3818-7677 http://www.nakamura.or.jp/

文京区 診療所 2 ココメディカルクリニック 文京区小石川5-34-10　COCOビル 0368823319:中国語 https://coco-medical-clinic.jimdosite.com/

台東区 診療所 2 山田英明下町クリニック 台東区西浅草3-16-6岩岡ビル1階 5806-3077 www.8343.jp

台東区 診療所 2 ストレスケア東京上野駅前クリニック 台東区上野7-7-7 早稲田ビルヂング6階 03-3842-7730：英語 https://tokyoueno.com（日本語、英語）

台東区 診療所 2 上野医院 台東区上野2-11-10小島ビル４
①03-3832-0076
②03-3832-5576（外国
人専用）

http://uenomc.com

台東区 診療所 2 協和医院 台東区台東4-8-5T&T御徒町ビル4F 03-3835-0186 http://kyo-wa.tokyo.jp/ (日本語)

台東区 診療所 2 上野国際医院
東京都台東区上野４－５－４ミヤタビル２
階

03-5846-5355
https://www.uenoint-clinic.com/(日本語)
https://www.uenoint-clinic.com/en/（英語）

千代田区 歯科診療所 2 アイドリー矯正歯科
千代田区内神田３丁目22の４　花喜久ビ
ル４A

03(6206)4806 isdorly1187.jp

千代田区 歯科診療所 2
医療法人社団　市橋会　市橋デンタルクリ
ニック

千代田区丸の内3-3-1 新東京ビルB1 03-3211-2848 http://www.ichihashi-shika.com (日本語)
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千代田区 歯科診療所 2 デンタルサロン麹町 千代田区二番町3-11 VORT二番町3F 03-6268-9810 http://www.dentalsalon-k.com (日本語)

千代田区 歯科診療所 2 神田橋デンタルオフィス 千代田区内神田１−２−２小川ビル１階 03-5283-6533

中央区 歯科診療所 2
医療法人社団クレティール　プリーチェ東
京

中央区京橋１−１６−１０オークビル京橋１f
03−3538−6767（中国
語）

http://pulice.jp

中央区 歯科診療所 2
医療法人社団　成扶会　馬見塚デンタル
クリニック

中央区明石町8-1 聖路加ガーデン内 03-3541-8110 http://www.118.md (日本語)

港区 歯科診療所 2
医療法人社団和裕会ユナイテッドデンタ
ルオフィス

港区麻布台２－３－８丸山ビル１Ｆ 03-5570-4334 www.uniteddentaloffice.com （日本語、英語）

港区 歯科診療所 2 市川デンタル赤坂オフィス 港区赤坂2ー15-12ー2F 03-3505-5733 http://www.tokyodentistry.com

港区 歯科診療所 2 医療法人社団中嶋歯科医院 港区六本木4-5-2 03-3479-2726 http://www.dentist-nakashima.jp/

港区 歯科診療所 2
医療法人社団明英会　貴美島デンタルオ
フィス

港区南麻布5-2-35-501 03-6277-4217
http://www.kimi-dental-office.com (日本語)
http://www.kimi-dental-office.com/english.html (英語)

港区 歯科診療所 2 東京ミッドタウンデンタルクリニック 港区赤坂9-7-1　ミッドタウンタワー6F 03-5413-7912 https://www.tokyomidtown-mc.jp/dental/index.html

港区 歯科診療所 2 医療法人社団美澄会ヒトミ歯科赤坂
港区赤坂２－１３－８　赤坂ロイヤルプラ
ザ２０８

03-6277-7983 www.hitomidental.com

港区 歯科診療所 2 山中歯科医院 港区三田2-7-12　徳文堂1階 03-6381-7778 https://www.118yamanaka.com

港区 歯科診療所 2 高輪矯正歯科医院 港区高輪3-25-20　京急第５ビル3F 03-3280-1700 www.gold.or.jp

港区 歯科診療所 2 ミライズ矯正歯科南青山 港区南青山6-13-5 ポルトポヌール1F 03-5468-5585 https://mirise-ortho.com    （日本語・中国語・英語版切り替え可）

港区 歯科診療所 2 牧山清志オーラルクリニック 港区六本木7-5-9 六本木プリモ４階 03-6447-4118 www.mkoralcare.jp

港区 歯科診療所 2
医療法人社団 麻布東京デンタルクリニッ
ク

港区南麻布4-12-25南麻布セントレ7階 03-5422-7518
http://www.azabutokyodc.jp（日本語）
 http://www.azabutokyodc.jp/en/（英語）

港区 歯科診療所 2 白金台パール矯正歯科こども歯科
港区白金台5-18-17　ｺﾞｰﾙﾄﾞﾌｫﾚｽﾄﾋﾞﾙ
１Ｂ

03-3445-1182 www.pearl-dentalclinic.jp
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港区 歯科診療所 2 ロイヤル歯科医院 港区六本木4-10-11 03-3404-0819 http://www.royal-dental-roppongi.com

港区 歯科診療所 2 NAKANO DENTAL 港区白金台2-5-12-102 03-3446-1117 http://nakanodds.com (日本語, 英語)

港区 歯科診療所 2 医療法人社団　歯周会　豊田歯科 港区六本木3-3-7　NKビル3階 03-3582-4731 http://www.nishibori-dental.com/clinic/toyota_dc.html (日本語)

港区 歯科診療所 2 レイコデンタルクリニック 港区赤坂5-1-30-101 03-5114-6077 http://www/reiko-dental.com

港区 歯科診療所 2 東京国際歯科六本木 港区六本木5-13-25 ＴＩＤ’Ｓビル２Ｆ 03-6447-5966
https://tids.jp（日本語）
https://tids.jp/english（英語）

港区 歯科診療所 2
RKデンタルオフィス六本木
（六本木けやき坂デンタルオフィス）

港区六本木6-17-1　蟻川ビル2F 03-6459-2560 http://www.setaden.com/english

港区 歯科診療所 2 歯科石上医院 東京都港区南青山5-14-4 03-3409-6889
https://ishigamiddsphd.com/ (日本語)
https://ishigamiddsphd.com/english-page.html(英語)

文京区 歯科診療所 2 医療法人社団美澄会ヒトミ歯科
文京区関口１－２４－６　朝日関口マン
ション１０２号

03-6280-8789 www.hitomidental.com

文京区 歯科診療所 2 佐久間歯科医院 文京区音羽2-2-2-101 03-3941-0280 https：//shika-sakuma-otoha.com/

文京区 歯科診療所 2 高木デンタルクリニック 文京区小石川1-8-7-1F 03-3815-6725 http://www.takagidc.jp

台東区 歯科診療所 2 上野品川歯科・矯正歯科 台東区上野6-16-21西入ビル8階 03-5826-8814 https://www.uenoshinagawa.com

台東区 歯科診療所 2 三ノ輪歯科
台東区根岸5丁目24番4号カスタリア三ノ
輪1階

090-3503-8871
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