
東京都　外国人患者を受け入れる拠点的な医療機関
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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

品川区 病院 1 NTT東日本 関東病院 品川区東五反田5-9-22
03-3448-6056: 英語、
北京語

https://www.nmct.ntt-east.co.jp/ （日本語）
https://www.nmct.ntt-east.co.jp/en/ （英語）
https://www.nmct.ntt-east.co.jp/cn/（北京語）

大田区 病院 1 東邦大学医療センター大森病院 大田区大森西　　　6-１１-１
03-3762-4151(代）内
線3533　英語・中国語

https://www.omori.med.toho-u.ac.jp

大田区 病院 1
地方独立行政法人東京都立病院機構
東京都立荏原病院

大田区東雪谷四丁目5-10 03-5734-8000

https://www.tmhp.jp/ebara/（日本語）
https://www.tmhp.jp/ebara/en/ （英語）
https://www.tmhp.jp/ebara/zh/ （中国語）
https://www.tmhp.jp/ebara/ko/ （韓国語）
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品川区 診療所 2 めぐろ皮膚科クリニック 品川区上大崎3-10-49-1F 03-6409-6079 www.meguro-derm.jp

品川区 診療所 2 目黒　陳皮膚科クリニック 品川区上大崎3-3-5新陽CKビル6F 03-5421-2651 http://www.meguro-chin-hifuka.com

品川区 診療所 2 むらさき乳腺クリニック五反田 品川区西五反田２−１９−２荒久ビル６F
03-3495-0881(日本
語、英語）

www.murasakibreastclinic.com（日本語、英語）

品川区 診療所 2 品川御殿山皮膚科
品川区北品川6-7-29　ガーデンシティ品
川御殿山１F

03-5420-1212
https://www.shinagawagotenyama-hifuka.com/（日本語）
https://www.shinagawagotenyama-hifuka.com/English（英語）

品川区 診療所 2 もちづき内科クリニック 品川区戸越4-9-12アビタシオン戸越1階 03-6426-2711 http://www.mochizuki-medical.com

品川区 診療所 2 大井クリニック 品川区東大井５－１－７－１F 03-6433-1463 ooi-clinic.jp

品川区 診療所 2
医療法人社団慶信会　ケイシン五反田ア
イクリニック

東京都品川区東五反田2-1-2 五反田
東急スクエア8F

03-3473-0400 https://www.keishin-eye.com/

大田区 診療所 2 医療法人社団　泰静会　大西医院 大田区大森中1-18-6 03-3765-0024 http://www.tsk-onishi-iin.com (日本語, 英語)

品川区 歯科診療所 2 清水坂歯科医院 品川区戸越２－１－２０ 03-3783-2200 https://ameblo.jp/shimizuzaka

品川区 歯科診療所 2 おはらデンタルクリニック 品川区南品川2-5-7 松本ビル２F 03-3471-1181 http://www.oharadental.com/（日本語）

大田区 歯科診療所 2 医療法人社団　森和会 森歯科医院 大田区大森北 1-11-18-201 03-3765-0418 http://oomori-moridentalclinic.com

大田区 歯科診療所 2 川名部歯科医院 大田区西糀谷4-21-4Tビル1・2階 03-3744-4182 http://koujiya-haisha.com/

大田区 歯科診療所 2 江川歯科医院 大田区西蒲田7-6-8 03-5711-0418

世田谷区 病院 1 公益財団法人日産厚生会玉川病院 世田谷区瀬田4-8-1 03-3700-1151
https://www.tamagawa-hosp.jp/　（日本語）
https://www.tamagawa-hosp.jp/english/　（英語）

世田谷区 病院 1
国立研究開発法人
国立成育医療研究センター

世田谷区大蔵2-10-1
予約センター：03-5494-
7300：英語
連携室：03-5494-

https://www.ncchd.go.jp（日本語）
http://www.ncchd.go.jp/en/（英語）
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渋谷区 病院 1
地方独立行政法人東京都立病院機構
東京都立広尾病院

渋谷区恵比寿2-34-10 03-3444-1181
https://www.tmhp.jp/hiroo/（日本語）
https://www.tmhp.jp/hiroo/en/（英語）
https://www.tmhp.jp/hiroo/zh/（中国語）

世田谷区 病院 2 公立学校共済組合関東中央病院 世田谷区上用賀6-25-1 03-3429-1171 WWW.kanto-ctr-hsp.com

目黒区 診療所 2 目黒ケイホームクリニック 目黒区中目黒4-5-1-エースビル2階 03-5722-5500 www.megurokhome.com

目黒区 診療所 2
医療法人社団法山会　山下診療所自由
が丘

目黒区自由が丘１－３０－３自由が丘東
急ビル７Ｆ

03-3724-3811 http://www.hozankai.com (日本語, 英語)

目黒区 診療所 2 ロコクリニック中目黒 目黒区東山1-6-5 03-5722-6565
https://loco-clinic.com/（日本語）
http://loco-clinic.com/home-en/（英語）

目黒区 診療所 2 山本ファミリア皮膚科　駒沢公園
目黒区東が丘2-15-2 コリーヌ駒沢公園
１F

03-3795-1112 http://yamamoto-skincl.com

世田谷区 診療所 2 医療法人社団医泉会　唐沢内科医院 世田谷区深沢１－１８－９　１F 03-3701-7552
http://karasawanaika.jp/ （日本語）
http://karasawanaika.sakura.ne.jp (英語)

世田谷区 診療所 2 むさしアイクリニック上野毛駅前
世田谷区上野毛１－１４－１上野毛ス
テーションヒルズ２－１０２号

03-5760-6695 http://www.musashi-eye-clinic.com

世田谷区 診療所 2 直宮医院 世田谷区北沢3-11-14 03-3468-2867

渋谷区 診療所 2 荻原整形外科 渋谷区本町2-7-10　2F 03-5371-3001 http://www.ogiharaseikei.com/

渋谷区 診療所 2 プラザ形成外科 渋谷区広尾５－５－１－４Ｆ 03-5475-2345: 英語 www.plazaclinic.net (英語）

渋谷区 診療所 2 ザキングクリニック
渋谷区神宮前6丁目31-11 iori表参道
B1F

03-3400-7522
03-3409-0764

http://thekingclinic.com/ 　（日本語）
http://thekingclinic.com/en/　(英語）

渋谷区 診療所 2 たか子クリニック 渋谷区桜丘町16-14 ドルチェ渋谷6F 03-5459-7943 http://www.takako-clinic.com (日本語)

渋谷区 診療所 2 千駄ヶ谷インターナショナルクリニック
渋谷区千駄ヶ谷1-20-3 バルビゾン11
203

03-3478-4747
https://www.sendagaya-ic.com/(日本語)
https://www.sendagaya-ic.com/en/（英語）

渋谷区 診療所 2
医療法人社団こうのとり会 ファティリティク
リニック東京

渋谷区東3-13-11 A-PLACE恵比寿東
１F

03-3406-6868 https://fert-tokyo.jp/english/
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目黒区 歯科診療所 2 みかわ矯正歯科クリニック 目黒区南2-1-25 03-6421-8998 www.orthodont.org

目黒区 歯科診療所 2 松尾歯科医院 目黒区東山１－１－２　東山ビル２Ｆ 03-3419-4018

目黒区 歯科診療所 2 山手デンタルクリニック 目黒区中目黒３－５－４ 03-3719-6874
http://www.Yamate-d.com/english/EnglishGuide.html(英語）
http://www.yamate-d.com/(日本語）

目黒区 歯科診療所 2 自由が丘歯科オーラルケア 目黒区自由が丘2-12-13-2F 03-5726-9185
http://jiyugaoka-oralcare.jp (日本語)
http://jiyugaoka-oralcare.jp/en/ (英語)

目黒区 歯科診療所 2 ラエビスクリニークデンタル 目黒区三田1－11－29　T2000ビル２F 03-6451-2314 la-ebs.com

目黒区 歯科診療所 2 目黒の大鳥神社前クリニック
目黒区下目黒2-21-23　マルエツ目黒
店４階

03-3779-7736 https://meguro-ootori.jp/

世田谷区 歯科診療所 2 カリフォルニア矯正歯科三軒茶屋 世田谷区太子堂2-19-5 03-5787-8107
http://california-kyousei.jp/（日本語）
https://www.california-kyousei.jp/english/（英語）

世田谷区 歯科診療所 2
医療法人社団　仁愛会　歯科用賀クリ
ニック

世田谷区用賀2-41-11　平成ビル用賀1
Ｆ

03-6805-6641
http://www.jin-ai-kai.com　（日本語）
http://www.jin-ai-kai.com/english.html　（英語）

世田谷区 歯科診療所 2 関歯科医院 世田谷区上野毛1-34-15-102
03-5752-6480(英語・
中国語）

http://kan-dental.com

世田谷区 歯科診療所 2 高尾歯科医院 世田谷粕谷４－１４－４－１０２ 03-3309-7771 http://www.takao-shika.com/

世田谷区 歯科診療所 2 歯科ワタナベ医院 世田谷区　上祖師谷　1-35-13 03-3309-1188 http://www.hahoo.jp/~watanabe/

渋谷区 歯科診療所 2 代官山歯科医院 渋谷区猿楽町２４－７　代官山プラザ３Ｆ 03-3462-0787 http://www.daikanyamashika.jp

渋谷区 歯科診療所 2 原宿ファースト歯科
渋谷区神宮前1-11-11グリーンファンタ
ジア210

03-5413-6480 http://www.harajuku1st.com

渋谷区 歯科診療所 2 三原デンタルクリニック 渋谷区西原２−３１−３　山本ビル２F 03-6407-1646 miharadentalclinic.com

渋谷区 歯科診療所 2 代官山デンタルサロン 渋谷区恵比寿西2−20−15 03-6416-5747 https://daikanyama-ds-blanche.com

渋谷区 歯科診療所 2
日本矯正歯科研究所附属デンタルクリ
ニック

渋谷区2-15-1　渋谷クロスタワー21階 03-3499-2222 www.nihonkyouseishika.com
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渋谷区 歯科診療所 2 ドイデンタル原宿クリニック
渋谷区千駄ヶ谷3-13-20第7宮廷マン
ション１０３

03-5414-5727 http://www.kyuteikai.or.jp

新宿区 病院 1
国立研究開発法人国立国際医療研究セ
ンター病院

新宿区戸山1-21-1 03-6228-0749
http://www.hosp.ncgm.go.jp/index.html　（日本語）
http://www.hosp.ncgm.go.jp/en/index.html　（英語）
http://www.hosp.ncgm.go.jp/cn/index.html　（中国語）

新宿区 病院 1
地方独立行政法人東京都立病院機構
大久保病院

新宿区歌舞伎町2-44-1 03-5285-8811

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

新宿区 病院 1 東京医科大学病院 新宿区西新宿6-7-1
03-3342-6111　(内線）
5809：中国語・韓国語

https://hospinfo.tokyo-med.ac.jp/shinryo/kokusai/index.html

新宿区 病院 1 社会福祉法人聖母会　聖母病院 東京都新宿区中落合2-5-1
03-3951-1111　英語・
フランス語・スペイン語・
ミャンマー語

https://www.seibokai.or.jp/（日本語）
https://www.seibokai.or.jp/en/（英語）

杉並区 病院 1 立正佼成会附属佼成病院 杉並区和田二丁目２５番１号 81-3-3383-1281

https://kosei-hp.or.jp/（日本語）
https://kosei-hp.or.jp/en/（英語）
https://kosei-hp.or.jp/ch/（中国語）
https://kosei-hp.or.jp/ko/（韓国語）

新宿区 診療所 2 安藤整形外科 新宿区新宿３－１３－５　クリハシビル３F 03-3350-6956 https://ando.shinjuku-seikei.com/

新宿区 診療所 2 eHealth clinic
新宿区新宿2丁目6-4 新宿通東洋ビル
3F

03-5315-0514 https://ehealthclinic.jp/

新宿区 診療所 2 めじろそらクリニック 新宿区下落合3-16-10大同ビル3階

03-5906-5092
英語・ドイツ語は全日、フ
ランス語は火曜、木曜、土
曜

http://www.mejiro-sola.com/（日本語）
http://www.mejiro-sola.com/eng/index.html（英語）
http://www.mejiro-sola.com/fre/index.html（フランス語）
※ドイツ語のページはありません

新宿区 診療所 2 いしい内科・外科クリニック 新宿区西新宿7-1-10 守矢ビル　5F 03-5937-3361（英語） http://ishii-cl.net（日本語）

新宿区 診療所 2 神楽坂内科・脳神経内科クリニック
新宿区神楽坂6-42神楽坂喜多川ビル1
階

03-6280-7582
https://kagurazakanaika.wixsite.com/kagurazakaclinic（日本語）
https://kagurazakanaika.wixsite.com/kagurazakacliniceng（英語）

新宿区 診療所 2 三好医院 新宿区百人町2-23-47 03-5337-9871
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新宿区 診療所 2 心臓画像クリニック飯田橋
新宿区新小川町1-14 飯田橋リープレッ
クス・ビズ1、4階

03-5206-5956/英語・
中国語

www.cviclinic.com（日本語）

新宿区 診療所 2 柳沢クリニック 新宿区片町2-3 菱和ビル3F 03-5368-1303：英語 https://www.yanagisawa-clinic.org/yanagisawa-clinic/

新宿区 診療所 2
医療法人社団　三育会　新宿ヒロクリニッ
ク

新宿区大久保2-8-14新大久保五大ビル
１・２階

03-5272-5610

http://www.hiro-clinic.com (日本語)
http://www.hiro-clinic.com/english/index.html (英語)
http://www.hiro-clinic.com/china/index.html (中国語)
http://www.hiro-clinic.com/korea/index.html (韓国語)
http://www.hiro-clinic.com/vietnam/index.html (ベトナム語)

新宿区 診療所 2
医療法人社団東京みどり会　新宿東口眼
科医院

新宿区新宿3-25-1　ヒューリック新宿ビ
ル9F

03-5363-0507
http://www.shec.jp/　(日本語)
http://www.shec.jp/english/　(英語)
http://www.shec.jp/chinese/　(中国語)

新宿区 診療所 2 高田馬場さくらクリニック 新宿区高田馬場4-11-8河上ビル3階 03-5937-3717

https://www.sakuraclinic.info/　（日本語）
https://www.sakuraclinic.info/en/　（英語）
https://www.sakuraclinic.info/ne/　（ネパール語）
https://www.sakuraclinic.info/my/　（ビルマ（ミャンマー語）
https://www.sakuraclinic.info/th/　（タイ語）
https://www.sakuraclinic.info/vi/　（ベトナム語）

新宿区 診療所 2 四谷ゆいクリニック 新宿区市谷本村町2-23 京都荘ビル1F 03-5225-1291 http://yotsuya-yui.jp (日本語)

新宿区 診療所 2 チームメディカルクリニック新宿 新宿区歌舞伎町1-30-1-B２階
050-8881-6770日本語
050-8881-6771英語

https://www.team-medical.or.jp/（日本語）
https://www.team-medical.or.jp/location/english/（英語）

新宿区 歯科診療所 2 新宿歯科クリニック
新宿区百人町１－１０－１３　新大久保ビ
ル２Ｆ

03-3366-0018 http://shinjukudental.world.coocan.jp/

新宿区 歯科診療所 2 アオイ歯科医院 新宿区西新宿4丁目１５－２１銀杏館１０１ ０３－５３５１－４６１8

新宿区 歯科診療所 2 のがみ歯科･矯正歯科 新宿区西早稲田1-11-7 03-5273-8841:英語 http://www.nogami-dental.jp/

新宿区 歯科診療所 2 四谷三栄町歯科 新宿区四谷三栄町14-34-1F 03-3350-0817
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中野区 歯科診療所 2 田中歯科医院 中野区中野5-52-15　ブロードウエイ410 03-3387-6850
https://www.facebook.com/田中歯科医院-Tohru-Tanaka-DDS-
215347455152739/

杉並区 歯科診療所 2 神作歯科医院 杉並区阿佐谷北１－３－１２ 03-3338-0755 www.kansaku-dental.net

新宿区 歯科診療所 2 さとう矯正歯科 新宿区高田馬場3-3-1-401 03-5386-1180
http://www2.u-netsurf.ne.jp/~kyo-sei/index.html (日本語)
http://www2.u-netsurf.ne.jp/~kyo-sei/english.html (英語)

新宿区 歯科診療所 2 小島歯科医院
新宿区左門町13-5 左門町パクスビル1
階

03-3350-4658 https://kojimashikaiin.com/

中野区 歯科診療所 2 KUMA デンタルクリニック 中野区中野5-35-8 新東京アパート1F 03-3228-8241 http://www.kuma-dentalclinic.jp (日本語)

中野区 歯科診療所 2 葉山歯科クリニック 中野区丸山１－１－２　高崎ビル 03-5380-3678 http://hayama-dentalclinic.com

板橋区 病院 1
地方独立行政法人東京都立病院機構
東京都立豊島病院

板橋区栄町33-1 03-5375-1234
https://www.tmhp.jp/toshima/ (日本語)
https://www.tmhp.jp/toshima/en/ (英語)

板橋区 病院 1
医療法人社団明芳会　板橋中央総合病
院

板橋区小豆沢2-12-7 03-3967-1181
http://www.ims-itabashi.jp/ (日本語)
http://www.ims-itabashi/lang/eng.html (英語)
http://www.ims-itabashi/lang/chn.html (中国語)

豊島区 診療所 2
医療法人社団東京みどり会　池袋サン
シャイン通り眼科診療所

豊島区東池袋1-5-6　アイケアビル5階
03-3981-6363 英語、
中国語

http://www.ikec.jp/english/（英語）
http://www.ikec.jp/chinese/（中国語）

豊島区 診療所 2 野田さくらハートクリニック 豊島区駒込4-15-19 03-3915-5500 http://noda-sakuraheart-clinic.com　（日本語）

豊島区 診療所 2 医療法人社団悠伸会　城田医院 豊島区南長崎５－５－２ 03-3950-0776 https://shirota-medical.com/

豊島区 診療所 2 池袋光明クリニック
豊島区西池袋１－１２－１　エソラ池袋５
階

03-6915-2612 www.guangming-clinic.com

豊島区 診療所 2 医療法人社団法山会山下診療所大塚 東京都豊島区北大塚2-13-1-5F 03-3910-6711 http://www.hozankai.com (日本語、英語)

豊島区 診療所 2
医療法人社団つばき会　巣鴨千石皮ふ
科

東京都豊島区巣鴨１丁目２０−１０ 宝生第
一ビル5F

03-3941-1241（英語）

https://sugamo-sengoku-hifu.jp/english.html(英語）
https://sugamo-sengoku-hifu.jp/korean.html（ハングル）
https://sugamo-sengoku-hifu.jp/simplified-chinese.html（簡体中文）
https://sugamo-sengoku-hifu.jp/traditional-chinese.html（繁體中文）
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豊島区 診療所 2
医療法人財団真永会　東京ネフロクリニッ
ク

東京都豊島区駒込3-3-19 Orchid Place
7F

03-3949-5801
https://tokyo-nephro-clinic.com（日本語）
https://tokyo-nephro-clinic.com/english.html（英語）

豊島区 診療所 2 平和国際医院 東京都豊島区池袋2-48-8恩和ビル2階 03-5904-8608 https://www.heiwaic.com/

北区 診療所 2 医療法人社団　秋山眼科医院 北区滝野川　3-4-14 03-3915-5210 ：英語
http://akiyama-eye.or.jp 　（日本語）
http://akiyama-eye.or.jp/english/　（英語）

北区 診療所 2 いとう王子神谷内科外科クリニック
北区王子５－５－３　シーメゾン王子神谷
３Ｆ

03-5959-7705 https://itokc.jp/

北区 診療所 2
医療法人財団真永会　東京ネフロクリニッ
ク

東京都豊島区駒込3-3-19 Orchid Place
7F

03-3949-5801
https://tokyo-nephro-clinic.com（日本語）
https://tokyo-nephro-clinic.com/english.html（英語）

板橋区 診療所 2
医療法人社団　風帆会
赤塚眼科はやし医院

板橋区赤塚新町1－24－5 03-3938-8900 http://www.akatsuka-eye-clinic.com

板橋区 診療所 2 冲永眼科クリニック 板橋区清水町1-10 03-3962-0929：英語 http://www.eyeclinic.co.jp/（日本語）

板橋区 診療所 2 共助会医院 板橋区小豆沢2-26-8 03-3966-2577 http://kyoujokai.com/ (日本語)

練馬区 診療所 2 中杉通り整形外科 練馬区中村3-24-15 03-3999-7916 http://nsdsg.com/

豊島区 歯科診療所 2 シールズデンタルクリニック 豊島区西池袋2-34-8-1F 03-6903-1180 https://sealds-dental.com/

豊島区 歯科診療所 2 池袋デンタルクリニック
豊島区西池袋１丁目16ー10第２三笠ビ
ル４F

03-5985-1180 WWW.ikebukurodc.com

豊島区 歯科診療所 2 小林デンタルオフィス 豊島区池袋本町1-15-19 03-5944-8449 http://www.tkdds.com (日本語)

豊島区 歯科診療所 2
医療法人社団四誓会
尾崎矯正歯科クリニック

豊島区東池袋
1-14-10 ポプラビル10F

03-3981-9679 http://ozaki-ooc.com/

練馬区 歯科診療所 2 上原歯科医院 練馬区豊玉北6−16−17−2F 03-3557-1180 http://www.uehara-shikaiin.com

葛飾区 病院 2 第一病院 葛飾区東金町4-2-10 03-3607-0007 https://www.daiichi.or.jp/

荒川区 診療所 2 西日暮里駅前こさか眼科 荒川区西日暮里５－１４－１－４F 03-5615-0321 kosakaganka.com
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足立区 歯科診療所 2 アクア歯科医院北千住
足立区千住旭町35-17クレール北千住2
階

03-3882-6677 https://aquashika-kitasenju.com/

墨田区 病院 1
地方独立行政法人東京都立病院機構
東京都立墨東病院

墨田区江東橋四丁目23番15号 03-3633-6151：英語

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

江戸川区 病院 1 東京臨海病院 江戸川区臨海町1-4-2 03-5605-8811 http://www.tokyorinkai.jp

江戸川区 病院 1 森山記念病院 江戸川区北葛西4-3-1 03-5679-1211
http://mk.moriyamaikai.or.jp/（日本語）
http://mk.moriyamaikai.or.jp/english/index.html（英語）

墨田区 診療所 2 木村医院 墨田区墨田５－３５－６ 03-3618-5501 https://www.kimura-iin.net/

墨田区 診療所 2
医療法人順齡會　南砂町おだやかクリ
ニック

東京都江東区新砂3-4-31　南砂町
ショッピングセンタースナモ4階

03-5633-8751 https://www.minamisuna-odayaka.com/

江東区 歯科診療所 2 テレコムセンター　デンタルクリニック
江東区青海2-5-10　テレコムセンタービ
ルWO301

03-5500-0418 https://plus.dentamap.jp/hpplus/user/telecom1812/

江東区 歯科診療所 2 西大島わかば歯科 江東区大島4-5-16　仲ビル１F
03-3684-3655　（英語）
03-3684-3655　（タイ
語）

http://wakaba-dent.net/　（日本語）
http://wakaba-dent.net/english/　（英語）

江東区 歯科診療所 2 デンタルオフィス東京ベイ
江東区有明1-3-17　ドゥ－エ有明
EAST1F

03-5530-3755 http://www.setaden.com/english

江戸川区 歯科診療所 2
医療法人社団Smile Blue 西葛西スマイル
歯科クリニック

江戸川区西葛西６−７−１メトロセンター西
葛西A棟２F

03-3675-4182 http://www.nishikasai-smile-dc.com/

江戸川区 歯科診療所 2 ひまわり歯科 江戸川区西小岩５－１２－６ー１Ｆ 03-5622-2350

福生市 歯科診療所 2 たかはし歯科医院
福生市南田園２－１６　福生団地１２号棟
１０３号

042-552-1182 http://takahashidental.web.fc2.com/index.html(日本語）

八王子市 病院 1 医療法人社団ＫＮＩ北原国際病院 八王子市大和田町1-7-23 042-645-1110 https://kokusai.kitaharahosp.com/（日本語）

八王子市 診療所 2 伊藤内科クリニック 八王子市明神町4-2-7-102 042-644-2770 www.netsite.co.jp/dr_itoh/

町田市 診療所 2 みむろウィメンズクリニック
町田市中町1-2-5 SHELL MIYAKO V 2
階

042-710-3609（英語）
https://mimuro-cl.com/（日本語）
https://mimuro-cl.com/en/（英語）
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八王子市 歯科診療所 2 齋藤歯科医院 八王子市中野山王2-3-25 042-626-6066 http://saitoh-zahn.sakura.ne.jp

多摩市 歯科診療所 2 福嶋歯科医院 多摩市馬引沢２−３−２９マヒキザワエフ１階 042-389-0281 http://fukushima-dental.jp

町田市 歯科診療所 2 医療法人社団智政会クロイワ歯科診療所 町田市中町１－５－３－７F 042-725-0310 http://www.kuroiwa-shika.com

町田市 歯科診療所 2 辺見歯科医院 町田市南町田５－１５－７９ 090-3693-8320 https://hemmidental.com

昭島市 病院 1 東京西徳洲会病院 昭島市松原町3-1-1 042-500-4433

http://www.tokyonishi-hp.or.jp/ (日本語)
http://www.tokyonishi-hp.or.jp/en/ (英語)
http://www.tokyonishi-hp.or.jp/cn/ (中国語)
http://www.tokyonishi-hp.or.jp/kor/ (韓国語)

国分寺市 診療所 2
医療法人社団仁照会　のむらクリニックス
クエア

国分寺市本多1-8-3 042-325-0087 https://www.nomuracl-square.com/

国立市 診療所 2
医療法人社団　聖フランシスコ会　国立聖
林クリニック

国立市西２－１０－１０　国立オリエントプ
ラザ１Ｆ

042-580-6102 www.seirin-clinic.net/

立川市 歯科診療所 2 立川活き活き歯科 立川市曙町2-9-4野口ビル４F 042-526-2784 http://tachikawa-sika.com/

府中市 病院 1
地方独立行政法人東京都立病院機構
東京都立小児総合医療センター

府中市武蔵台二丁目８番29号 042-300-5111
https://www.tmhp.jp/shouni/(日本語)
https://www.tmhp.jp/shouni/en/(英語)
https://www.tmhp.jp/shouni/zh/(中国語)

府中市 病院 1
地方独立行政法人東京都立病院機構
東京都立多摩総合医療センター

府中市武蔵台2-8-29 042-323-5111：英語
https://www.tmhp.jp/tama/(日本語)
https://www.tmhp.jp/tama/en/(英語)
https://www.tmhp.jp/tama/zh/(中国語)

府中市 病院 2
医療法人社団實理会　東京国際大堀病
院

東京都三鷹市下連雀4-8-40 　＋81-422-47-1000 https://ohori-hosp.jp/en/

調布市 診療所 2 仙川整形外科
調布市仙川町３−２−４ウィステリア仙川1階
Ａ

03-3305-0088

調布市 診療所 2 仙川耳鼻咽喉科 調布市仙川町１－１２－４６根岸ビル２階 03-5313-3281 http://www.sengawajibiinkouka.com/

武蔵野市 歯科診療所 2 歯科川﨑医院 武蔵野市境2-2-18　ＭＨビル201 0422-51-3200 https://hiro-dc.wixsite.com/dc-kawasaki
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府中市 歯科診療所 2 サクレクールデンタル
府中市府中町2-6-1プラウド府中セントラ
ル１０６

042-403-9511 http://sacre-c-dental.com/

府中市 歯科診療所 2
医療法人社団TFUD 多摩府中うめはら歯
科

府中市八幡町1-4-7 parkN 1F 042-306-9877 https://umeharadental.com/

西東京市 病院 1 武蔵野徳洲会病院 西東京市向台町三丁目５番４８号 042-465-0700 https://www.musatoku.com/

小平市 病院 2 国立精神・神経医療研究センター 小平市小川東町４−１−１ 042-341-2711 https://www.ncnp.go.jp/hospital/

小平市 診療所 2 医療法人社団白萌会　白矢眼科医院 小平市美園町1-4-12 042-341-0219 http://www.shiraya.server-shared.com/innaiinv.html
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