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２．地域医療への協力意向確認
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1 千代田区 東京中央美容外科　銀座有楽町院 千代田区有楽町二丁目3番5号　aune有楽町5階 令和2年11月1日 美容外科、美容皮膚科、皮膚科、形成外科 青木　剛志 橋本　祥平 ✔

2 千代田区 リバティークリニック 千代田区外神田4-7-1　リバティー11号館5F 令和2年11月12日 美容皮膚科 医療法人社団立靖会 緒方　善孝 ✔

3 千代田区 九段下駅前まめクリニック 千代田区九段北1-3-2　大橋ビル3F 令和2年11月1日 内科 佐藤　暢亮 石川　雅俊 ✔

4 千代田区 東京神保町ボイスクリニック耳鼻咽喉科 千代田区神田神保町1-2-12-4F 令和2年12月7日 耳鼻咽喉科 大野　覚 ✔

5 千代田区 クレアージュ東京レディースドッククリニック 千代田区有楽町一丁目7番1号　有楽町電気ビル北館17階 令和3年1月1日 内科、消化器内科、婦人科、乳腺外科
一般社団法人クレアージュ　代
表理事　松谷千春

同左 ✔

6 千代田区 三木内科クリニック 千代田区内神田3-14-8 ニシザワビル1F 令和3年1月1日 内科、消化器内科、胃腸科、呼吸器内科、アレルギー内科 医療法人社団たいな 三木　治 ✔

7 千代田区 医療法人財団神尾記念病院附属聴覚クリニック 千代田区神田淡路町2丁目21番11 令和3年4月26日 耳鼻咽喉科 理事長　神尾友信 加茂　君孝 ✔

8 千代田区 医療法人社団ウェルエイジング Dクリニック東京ウェルネス
千代田区丸の内一丁目11番1号　パシフィックセンチュリープレイス
丸の内10階

令和3年2月8日
内科、皮膚科、呼吸器内科、循環器内科、アレルギー科、代謝内科、
内分泌内科、精神科

理事長　小林一広 渡邊　康夫 ✔

9 千代田区 医療法人社団イースト会　秋葉原イースト駅前クリニック 千代田区外神田1-14-7　秋葉原野村ビル7F 令和3年5月24日 皮膚科、泌尿器科 医療法人社団イースト会 宮路　貴晶 ✔

10 中央区 日本橋いろどり皮ふ科クリニック 中央区日本橋3-8-16　ぶよおビル2F 令和2年12月16日 皮膚科、美容皮膚科、アレルギー科 横井　彩 ✔

11 中央区 医療法人紀隆会　東京銀座メディカルクリニック 中央区銀座1-2-4　サクセス銀座ファーストビル12階 令和3年1月28日 内科、皮膚科 理事長　小村泰雄 院長　本間　庫一郎 ✔

12 中央区 日本橋ストレスケアクリニック 中央区日本橋蛎殻町1-29-6　水天宮前東急ビル9F 令和3年4月3日 心療内科、精神科 田村　夏奈子 ✔

13 港区 医療法人社団Hugwith　サニーガーデンこどもクリニック 港区麻布十番2丁目18-8　ABAアサミビル6階 令和2年11月11日 小児科、アレルギー内科 医療法人社団Hugwith 首里　京子 ✔

14 港区 グローバルビューティークリニック東京院 港区元麻布1-2-2　ヒルポイント元麻布1F 令和2年8月23日 美容整形、美容皮膚科 杉﨑　裕斗 同左 ✔

15 港区 THE CLINIC 東京 港区西麻布3-16-23　Azabu Body Design Center 1F 令和2年12月1日 美容外科、形成外科
医療法人社団THE CLINIC
Institute

大橋　昌敬 ✔

16 港区 フォーシーズンズ美容皮膚科東京竹芝院 港区海岸1-10-30 令和2年11月15日 美容皮膚科 中野　壽郎 ✔

17 港区 MBクリニック麻布十番 港区麻布十番1-6-5　ラミュウーズビル5F 令和2年10月27日 皮膚科、美容皮膚科、精神科、内科 立花　義浩 ✔

18 港区 たけ内科　新橋駅前院 港区新橋3-21-4　ル・グラシエルBLDG.26 4F 令和3年4月1日 内科、感染症内科 梯　有輝 ✔

19 港区 STスキンクリニック青山 港区北青山2丁目9-14　シスター202 令和3年4月15日 皮膚科、美容皮膚科 田澤　しおり ✔

20 港区 元麻布スキンクリニック 港区元麻布3-10-5　カドル元麻布2F 令和3年4月9日 美容皮膚科、皮膚科 髙嶋　志保 ✔

21 港区 プルージュ美容クリニック 港区港南2-4-18　第2秋山ビル4F 令和3年5月10日 美容外科、美容皮膚科 医療法人社団康静会 岡本　順一 ✔

22 港区 品川ストリングスクリニック 港区港南2-16-1　品川イーストタワー307 令和3年5月1日 内科、脳神経外科、循環器内科、リウマチ科、産婦人科 山王　直子 ✔

23 港区 医療法人社団順清会　Total cell clinic TOKYO 港区海岸1-16-1　ニューピア竹芝サウスタワー13F 令和3年4月1日 免疫療法（内科） 仁田　新一 同左 ✔

24 文京区 本郷レディースクリニック 文京区本郷二丁目27-8-1階 令和2年11月1日 婦人科、産科 早野　知加子 ✔

25 文京区 アゴラ内科クリニック 文京区湯島3-34-8　第一天神ビル201 令和3年2月1日 内科、循環器内科 一般社団法人　鹿鳴会 代表理事　坂田隆夫 ✔

26 文京区 石黒内科 文京区小石川2-20-13 令和3年2月1日 内科 石黒　千鶴 ✔

27 文京区 岡崎ハートクリニック 文京区関口1-21-15 令和3年5月1日 循環器内科、内科、アレルギー内科、皮膚科 岡崎　修 ✔

28 台東区 柳澤総合内科医院　浅草 台東区花川戸1-14-18 1階 令和2年10月1日 内科、循環器内科、糖尿病内科、内分泌・代謝内科、眼科 柳澤　智義 ✔

29 台東区 訪問クリニックはなび 台東区竜泉二丁目19番14号金竜コーポ602号室 令和2年12月1日 内科 伊藤　源充 ✔

30 台東区 上野の森クリニック 台東区上野2-11-6　黒沢ビルB1F 令和3年2月10日 心療内科、精神科 渡邊　雅子 同左 ✔

１．医療機関情報

所在地 名　称 開　設　場　所 開　設　年　月　日 診　療　科 開　設　者 管　理　者

合意の有無 合意できない理由
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31 台東区 メンズエミナクリニック上野院 台東区上野7-3-2　TSDビル6階 令和3年1月30日 美容皮膚科 小花　彩人 ✔

32 台東区 ユニティクリニック上野院 台東区上野7-3-2　GE上野駅前ビル6F 令和3年3月29日 男性内科、皮膚科 矢野　康行
一般社団法人Erectile
Dysfunction 研究会 ✔

33 台東区 医療法人社団メディード　浅草駅前こころのクリニック 台東区花川戸1-9-1　花川戸一丁目ビル5F 令和3年5月1日 心療内科、精神科
医療法人社団メディード　浅草
駅前こころのクリニック

小松　藍子 ✔

34 台東区 みのわ心療クリニック 台東区根岸5-16-15　オークビル304 令和4月21日 心療内科、精神科 松田　悠 ✔

35 台東区 あおばクリニック上野院 台東区上野2-7-7　上野HSビル7階 令和3年4月30日 コンタクト眼科、美容皮膚科 小浦　耕平 ✔


