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２．地域医療への協力意向確認
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1 世田谷区 リリークリニック 世田谷区宮坂3-27-12 令和2年10月28日 整形外科、内科 磐田　振一郎 ✔

2 世田谷区 ともこレディースクリニック下北沢 世田谷区北沢2-12-4 令和2年11月2日 産科、婦人科 出井　知子 ✔

3 世田谷区 髙橋医院 世田谷区玉川3-23-22 令和2年10月28日 内科、小児科 髙橋　由光 ✔

4 世田谷区 二子玉川ファミリー皮ふ科 世田谷区玉川三丁目10番5号　第2明友ビル 令和2年11月1日 皮膚科、小児皮膚科 医療法人義恵会 齊藤　優子 ✔

5 世田谷区 神津内科クリニック 世田谷区若林5-4-7 令和2年12月8日 内科、神経内科 神津　仁 ✔

6 世田谷区 横井こどもクリニック 世田谷区砧6-32-3 令和3年1月1日 小児科 横井　健太郎 ✔

7 世田谷区 三宿通り整形外科クリニック 世田谷区池尻1-7-5　三井ビル1・2階 令和3年1月5日 整形外科、リハビリテーション科 有田　正典 ✔

8 世田谷区 祖師谷みちクリニック 世田谷区祖師谷3-33-9-2F 令和3年3月1日 皮膚科、形成外科 チータム倫代 ✔

9 世田谷区 キラリこどもクリニック 世田谷区太子堂3-1-24 令和3年4月1日 小児科 山岡　正慶 ✔

10 世田谷区 世田谷内科・糖尿病総合クリニック 世田谷区奥沢2-14-3　パークガーデン1階 令和3年3月1日
内科、糖尿病、内分泌、訪問診療、各種健診、がん検診、循環器内
科、産婦人科

櫻岡　怜子 同左 ✔

11 世田谷区 MED AGREE CLINIC せたがや 世田谷区瀬田五丁目3番7号 令和2年10月29日 内科、外科、精神科 医療法人AGRIE 菊野　隆明 ✔

12 世田谷区 医療法人社団圭仁会　はしもとクリニック経堂 世田谷区宮坂1-27-6 令和3年4月1日 リハビリテーション科、児童精神科、精神科 橋本　圭司 粳間　剛 ✔

13 世田谷区 世田谷調布　大内内科リウマチ科　千歳烏山院 世田谷区南烏山4-10-2　ヤスダビル1階 令和3年5月1日 内科、リウマチ科 大友　耕太郎 ✔

14 世田谷区 医療法人社団駿圭美会　Mスキンケアクリニック 世田谷区奥沢6-20-23　フォーラム自由が丘2F-B 令和3年5月1日 皮膚科、小児皮膚科、美容皮膚科 水谷　治子 松本　由香 ✔

15 世田谷区
医療法人財団はるたか会　子ども在宅クリニック　あおぞら診
療所せたがや

世田谷区池尻2-31-24　信田ビル4階 令和3年4月1日 小児科、内科
医療法人財団はるたか会
理事長　前田浩利

石渡　久子 ✔

16 世田谷区 クリニックプラス下北沢 世田谷区北沢2-24-5-202 令和3年4月1日 内科、循環器科、皮フ科、小児科、アレルギー科 長谷　啓 ✔

17 世田谷区 ふくろうクリニック自由が丘 世田谷区奥沢6-20-30　フォーラム自由が丘1階2階 令和3年3月29日
脳神経内科、脳神経外科、整形外科、リハビリテーション科、内科、
精神科

医療法人社団創福会
理事長　山口　潔

橋本　昌也 ✔

18 世田谷区 スキンケアクリニックちとせ台 世田谷区千歳台2-14-7　第二千歳ガーデンビル3階 令和3年4月1日 皮膚科 渡辺　昭洋 ✔

19 世田谷区 医療法人社団ふじこ会　ふじいこどもクリニック 世田谷区世田谷四丁目1番3号　世田谷医療COMMUNITY4階 令和3年5月1日 小児科
医療法人社団ふじこ会
理事長　藤井徹

藤井　徹 ✔

20 世田谷区 山形医院 世田谷区松原2丁目39番19号 令和3年3月29日 内科、外科、整形外科、肛門内科、皮膚科、漢方内科 山形　邦嘉 ✔

21 世田谷区 医療法人社団コルプス　赤堤クリニック 世田谷区赤堤1-1-4 1F 令和3年4月1日 循環器内科、内科、消化器内科 長田　次夫 同左 ✔

22 渋谷区 医療法人社団美星会　東京表参道BeLumiクリニック 渋谷区神宮前3-4-7　エルム青山2階A号室 令和2年10月2日 美容外科、形成外科、美容皮膚科、頭部皮膚科、泌尿器科 医療法人社団美星会 西谷　直輝 ✔

23 渋谷区 えびす形成・整形クリニック 渋谷区恵比寿4-7-6 令和2年7月26日 形成外科、整形外科、皮膚科、美容皮膚科、リハビリテーション科 水谷　さや香 ✔

24 渋谷区 サン・キタノクリニック 渋谷区恵比寿西1-14-8 令和2年9月23日 内科、外科、消化器内科、胃腸内科、肛門内科 北野　裕巳 ✔

25 渋谷区 WITH BEAUTY CLINIC 渋谷区代官山町14-9-B1F 令和2年10月7日 自由診療 小島　梨輝 松田　卓也 ✔

26 渋谷区 医療法人創青会　東京中央美容外科　渋谷東口院
渋谷区渋谷二丁目19番15号　宮益坂ビルディングTHE
SHIBUYAOFFICE303号室

令和2年12月1日 美容外科、美容皮膚科、皮膚科、形成外科 青木　剛志 福永　恵子 ✔

27 渋谷区 芍薬レディースクリニック恵比寿 渋谷区恵比寿1-9-7　ITOX4F 令和2年12月1日 産婦人科、婦人科 疋田　裕美 ✔

28 渋谷区 Ark CLINIC 渋谷区宇田川町32-12　アソルティア渋谷2階 令和2年10月13日 形成外科、皮膚科 加藤　雄大 ✔

29 渋谷区 しぶここクリニック 渋谷区渋谷1-6-3-402 令和2年12月25日 精神科、心療内科、内科 吉田　晴久 ✔

30 渋谷区 新宿和み・診療所 渋谷区代々木2-12-4　西原ビル501 令和2年12月1日 内科、婦人科、泌尿器科、消化器外科 辻　和彦 ✔
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31 渋谷区 渋谷区並木橋メンタルクリニック 渋谷区渋谷3-11-7　第2ミネギシビル4階 令和3年3月1日 心療内科、精神科 周山　祐大 ✔

32 渋谷区 樂美容クリニック 渋谷区神南1-12-14　星ビル3F 令和3年2月11日 美容皮膚科 安仁屋　僚 同左 ✔

33 渋谷区 山田光胤記念漢方内科 渋谷診療所 渋谷区道玄坂2-7-4　浜之上ビル3階 令和3年3月1日
漢方内科、内科、呼吸器内科、循環器内科、婦人科、精神科、消化器
内科、小児科、皮膚科

山田　博一 同左 ✔

34 渋谷区 明日を考える糖尿病クリニック 渋谷区恵比寿1-9-4　山口ビル6F 令和3年4月1日 内科 伊藤　洋太 ✔

35 渋谷区 あおばクリニック渋谷院 渋谷区宇田川町23-3　渋谷第一勧銀共同ビル5階 令和3年2月1日 美容皮膚科 朝枝　由紀子 ✔

36 渋谷区 医療法人社団クリニカメディカ　髪のクリニックSEED 渋谷区渋谷二丁目8番2号　荻津ビル5階 令和3年4月1日 内科、皮膚科、心療内科
医療法人社団クリニカメ
ディカ

理事長　吉田靖志 ✔

37 渋谷区 北賛同こころの診療所 渋谷区千駄ヶ谷三丁目32番2号　北参道ウイングビル2階 令和3年2月24日 心療内科、精神科、内科 医療法人Epsylon 庄司　剛 ✔

38 渋谷区 みなみ耳鼻咽喉科医院 渋谷区幡ヶ谷2-18-16 令和2年12月1日 耳鼻咽喉科 南　隆二 ✔

39 渋谷区 医療法人社団EBIS　恵比寿脳神経外科・内科クリニック 渋谷区恵比寿1-4-15　恵比寿銀座クロスビル3階 令和3年4月1日 脳神経外科、内科、腎臓内科
医療法人社団EBIS
理事長　鈴木一郎

院長　鈴木一郎 ✔

40 渋谷区 医療法人社団バリューメディカル　バリューHRビルクリニック 渋谷区千駄ヶ谷5-25-5　バリューHR代々木ビル2階、1階、3階、4階 令和3年4月1日 内科、外科 　 西村　崇 ✔

41 渋谷区 渋谷スクランブル皮膚科 渋谷区神南1-23-13　丸大ビル7階 令和3年4月30日 皮膚科、美容皮膚科、形成外科、アレルギー科、小児皮膚科 院長　下方征 ✔

42 渋谷区 KARADA内科クリニック渋谷 渋谷区神南1-23-13　丸大ビル6階 令和3年4月20日 内科、感染症内科 田中　雅之 ✔

43 渋谷区 Men'S UP CLINIC 渋谷区渋谷3-26-17　渋谷デュープレックスB's 6F 令和3年5月11日 美容皮膚科 中島　脩 ✔

44 渋谷区 CLINIC TEN SHIBUYA 渋谷区渋谷二丁目20-12 令和3年3月25日 内科、皮膚科、泌尿器科 塩谷　隆太 ✔

45 渋谷区 大見山クリニック 渋谷区恵比寿1-9-7　ITOXビル6F 令和3年4月1日 心療内科、精神科 興梠　真紀 ✔


