
○事前に電話またはweb上で必ず予約をお願いいたします。

○本リストは各医療機関からの情報に基づき、作成しております。ご不明点については、各医療機関にお問い合わせください。

初診 再診 申込方法 対応可能時間 支払方法

医療法人社団渡邊内科
千代田区大手町1-7-2東

京サンケイビル地下1F
- https://www.drwatanabe.com

コロナ陽性の方のオンライン診療と処方を

行っています。診察時間をWEB予約したうえ

で、アプリをダウンロードして登録し、準備を

してください。

〇 〇 WEB予約
月-金　9:30－12:30　月・火・木・金

14:30-16:30

振込　カードはオンライン診療のア

プリに登録が必要

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１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 〇
かかりつけ患者

対象、電話予約

平日9：00～17：00

土　10：00～14：00

クレジットカード、銀行振り込み、

窓口決済（後日）

医療法人社団リーレ リー

レクリニック大手町

千代田区大手町１－３－

２
- 〇 〇

curonというア

プリでの予約

診療時間内
クレジットカード

クリニックフォア大手町
千代田区大手町1-2-

1Otemachi One 地下1F
-

https://reservation.clinicfor.life/c/

otemachi
　 〇 〇 WEB予約 月～金　9:00~20:30 クレジットカード、電子マネー

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

鋼ビルディング地下1階
-

https://ckreserve.com/clinic/tbcon

line

【発熱外来受診予定の方】 予約不要です。直

接当院へお越しください。
〇 〇 WEB予約 全日9:00～21:00　※休診なし クレジットカード、QRコード

東京ビジネスクリニック

グランスタ丸の内

千代田区丸の内1-9-1 JR

東日本東京駅構内地下1

階

-
https://ckreserve.com/clinic/tbcon

line

【発熱外来受診予定の方】 予約不要です。直

接当院へお越しください。
〇 〇 WEB予約 全日9:00～21:00　※休診なし クレジットカード、QR決済

MARU By Tokyo

Business Clinic

千代田区丸の内1-8-2 鉄

鋼ビルディング1階
-

https://ckreserve.com/clinic/tbcon

line
　 〇 〇 WEB予約 全日9:00～21:00　※休診なし クレジットカード、QRコード

医療法人社団西端耳鼻咽

喉科
千代田区有楽町2-10-1 03-3214-9047 〇

電話診療の再診

のみ対応　当院

通院歴がある場

合初診でも可

月～水、金9:30～12:45　14:30～17：45

木9:30～12:45　（土日祝、木曜午後は休

診）

後日窓口で決済

有楽町ビル内科外科麻酔

科

千代田区有楽町1-10-1有

楽町ビル4階416号
- 　 〇 予約なし

月 火 木 10:00～13:00 14：00～19:00



水 金 土 日 祝日は休診

銀行振込

クリニックフォア有楽町
千代田区有楽町２‐７‐

１ 有楽町イトシアB1F
-

https://reservation.clinicfor.life/c/y

urakucho
　 〇 〇 WEB予約 月～金　11:00~20:30 クレジットカード、電子マネー

日比谷石綿クリニック

千代田区内幸町2-2-1

日本プレスセンタービル

B1

03-3503-7757

発熱中のかたは直接来院されても診察できない

ので、電話でご相談した上で初期対応は行い

ます。

〇 電話予約 平日12:00～12:30,17:30～18:00 定期通院の来院時に精算

山王グランドビル　薬師

堂クリニック

千代田区永田町2-14-2山

王グランドビル２階
03-3500-5090

来院時には必ず電話予約をお願い致します。

ご予約のない場合にはお断りすることもござい

ます。

〇 〇

電話予約　０３

－３５００－５

０９０

月～木9:00～13:00、14:30～18:00

金14:30～19:00(午前休み)

土9:00～13:00(午後休み)　日曜祝祭日休み

銀行振込・医療機関窓口決済

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
- 〇 〇

HPからのネット

予約

当院公式LINE登

録可能な方

月～金

10：00～12：00

16：30～17：45

クレジットカード

PAYPAY

医療法人社団和平会 坪井

医院

千代田区神田和泉町1-

13-12
03-3866-7815

発熱外来は完全予約制です。必ず来院前に電

話で予約を行って下さい。予約のない場合は

診察ができませんのでご了承ください。

〇 〇 電話診療のみ 現金のみ

秋葉原あつたアレルギー

呼吸器内科クリニック

千代田区神田岩本町1-5

清水ビル6階
03-3253-4159

予約は電話での対応となります。土曜日は別

室待機場所の確保が困難な為、対応不可で
〇

再診の方のみ可

能。電話予約
外来診療終了後 医療機関での窓口決済

神田すこやかクリニック

千代田区神田須田町1-

30-1パークホームズ千代

田淡路町1階

-
https://www.kanda-

sukoyaka.com/contact/

核酸増幅検査(real time RT-PCRなど)の結果は

検査当日(最短30分後)に判明します。
〇 〇 Web予約 平日10時～14時、15時～19時 クレジットカード

あたまと体のヘルスケア

クリニック神田

千代田区神田須田町1丁

目10-42、エスペランサ

神田須田町2F

- atamato-karada.com 〇 〇

web予約、ある

いは、電話申し

込み

火曜、金曜を除く平日、１４時～１６時 クレジットカード

二宮内科クリニック
千代田区鍛冶町1-9-1 第

２大久保ビル3F
03-3254-5007

発熱外来は電話予約後にオンラインで申し込

み手続きをしてください。HPのオンライン診

療から申し込み、問診票へご回答下さい。

チャットで診察予定等をお知らせします。

〇 〇

電話予約後に、

HPよりオンライ

ン診療の申し込

み手続き

およその対応可能時間帯です。

月、水、金　　11:00~13:00

15:00~17:00

木　　11:00~13:00

クレジットカード

神田医院
千代田区鍛冶町一丁目8

番6号神田KSビル２階
- 〇 〇

当院H Pより

アプリで
アプリに表記 クレジットカード

オネストＬクリニック東

京神田院

千代田区神田鍛冶町三丁

目三番地一 栄立ビル４階
-

https://patient.ambii.com/form/6r

VfWxUBcYqnqbf5EGFS/pKzaTNFg

buT58ayTpYa0

〇 〇
電話または、

WEB申し込み
月曜日～日曜日　24時間対応

クレジットカード・銀行振込・医療

機関から選択

オンライン総合クリニッ

ク

千代田区内神田1丁目11-

5-401号
-

https://clinics-

app.com/clinic/6268d7bc950c9f6e

8e8d0107

受診前に以下のアプリを登録するとスムーズで

す。

https://clinics-

app.com/clinic/6268d7bc950c9f6e8e8d0

〇 〇

クリニックスア

プリに登録の

後、web予約

終日9-21時 クレジットカード決済、銀行振込

加賀耳鼻咽喉科クリニッ

ク

千代田区神田神保町1-

31-1 加賀耳鼻科ビル
03-3295-3387 〇 〇 電話予約

九段坂内科消化器内科ク

リニック

千代田区神田神保町3丁

目2-3Daiwa神保町3丁目

ビル

- https://kudanzaka-clinic.jp/ 〇 Web予約準備中 クレジットカード

山中　内科・リウマチ科

クリニック

千代田区神田小川町３－

６－９ 神田第２アメレッ

クスビル８階

03-5280-1371 　 〇 電話予約
月～木 9:00～12:00、14:00～17:00　土9:00

～12:00（金は休診）
原則クレジットカード

医療法人社団誠和堂
千代田区神田三崎町2-

20-1
03-3261-9679 〇 〇

電話予約

web予約

木曜日を除く平日診療時間内

日曜日休診

クレジットカード　銀行振込　後日

窓口支払い

医療法人財団駿愛会 駿河

台診療所診療所

千代田区神田駿河台2丁

目1-45ニュー駿河台ビル

5階

03-3219-1121
オンライン診療は事前に電話での予約が必要

です。
〇 〇 電話予約 木曜日午後は対応不可

電話診療：銀行振込

オンライン診療：クレジットカード

医療法人社団 縁風会 ユ

アクリニックお茶の水

千代田区神田駿河台２－

４ 日健ビル３F
-

発熱外来・オンライン診療は完全予約制で

す。
〇 〇

ホームページか

ら公式のLINEア

カウント追加

月~金9:00~12:00/15:00~18:00

土　9:00~12:00
クレジットカード・QRコード決済

お茶の水耳鼻咽喉科・ア

レルギー科

千代田区神田駿河台2-

10-6VORT御茶ノ水2階
-

当院ではオンライン診療（LINEドクター）し

ております。
〇 〇

LINEドクターに

て予約

月・水・木・金10：00-13：00、月・火・

水・木・金15：30-18：30

クレジットカード等（LINEドク

ターに登録できる決済方法）

医療法人社団亮友会大塩

医院

千代田区神田淡路町2-6-

2
03-3251-6878 〇 電話

医療法人社団駿昭会 飯田

橋西口クリニック

千代田区富士見2-13-16

上田ビル1F
- https://www.iwc-cl.jp/ 電話予約（03-3265-0203）も可 〇 〇

iwc-

inchou@gmail.c

om

HP上は月水金の12-13時となっています

が、それ以外も適宜対応します
クレジットカード

医療法人社団CFI  クリ

ニックフォア飯田橋

千代田区富士見2-7-1 飯

田橋プラーノ 1F
-

https://reservation.clinicfor.life/c/ii

dabashi
　 〇 〇 WEB予約

月～水　10:00~20:00

土日祝　9:00～18:00
クレジットカード、電子マネー

医療法人社団慶洋会 ケイ

アイ飯田橋クリニック

千代田区飯田橋3-10-10

ガーデンエアタワー2階
03-3239-2777 〇 〇 電話予約 月～金　9：00-12：20、14：30-17：50 医療機関での窓口決済

飯田橋東口内科心療内科

診療所

千代田区飯田橋4-9-9第

七田中ビル8F
-

https://www.iidabashi-

shinryounaika.jp/

HPをご覧の上でメールでお申し込みくださ

い。お電話では対応できません。お盆休みや

臨時休診日もありますのでHPをしっかりご確

認ください。

〇 〇 メール予約
月、火、木19:00~22:00、金　13:00～18：

00　土17：00～18:00（水日祝は休診）
銀行振込

九段下駅前ココクリニッ

ク

千代田区九段北1-2-1 九

段中央ビル3階
03-5212-5551

99%当日中にPCR結果をお伝えしております。

遠慮無くお電話にてお問合せください。
〇 〇 web予約 平日10時～20時 クレジットカードのみ

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3階
-

https://reza.3bees.com/p/8bdd/on

line_reservations
〇 〇 web予約 クレジットカード、銀行振込

日本医科大学呼吸ケアク

リニック

千代田区九段南4-7-

15JPR市ヶ谷ビル8階
03-5276-2325

呼吸器症状を有する方を優先し、検査目的で

はお受けしていません。また、受入れ人数に限

りがありますことをご了承ください。

〇

かかりつけ患者

による再診時の

み電話にて受付

診療時間と同じ

※詳細は当クリニックHP「外来診療時間」

確認のこと

銀行振込

※詳細は電話予約時に説明いたしま

す

LSクリニック
千代田区九段南1-6-5九

段会館テラスB1
- https://ls-cl.com/yoyaku/

当院ホームページのWEB予約からいつでも予

約可能です。ご不明な点は電話でお問い合わ

せください。

〇 〇 WEB予約
月～水・金　9：00～19：00

土　9：00～13：00
クレジットカード

医療法人社団Nobisuko

半蔵門のびすここどもク

リニック

千代田区一番町4-16 03-6261-7540 〇 電話予約 診療時間内 医療機関での窓口決済

浅井医院 千代田区麹町3-7-24-101 - 〇 web予約 金曜日　13時半～14時 クレジットカード（web決済）

医療機関名 オンライン予約用ページアドレス住所

電話・オンライン診療

電話番号 患者向け備考欄

https://reservation.clinicfor.life/c/otemachi
https://ckreserve.com/clinic/tbconline
https://ckreserve.com/clinic/tbconline
https://ckreserve.com/clinic/tbconline
https://ckreserve.com/clinic/tbconline
https://ckreserve.com/clinic/tbconline
https://ckreserve.com/clinic/tbconline
atamato-karada.com
atamato-karada.com
https://www.kanda-sukoyaka.com/contact/
https://patient.ambii.com/form/6rVfWxUBcYqnqbf5EGFS/pKzaTNFgbuT58ayTpYa0
https://patient.ambii.com/form/6rVfWxUBcYqnqbf5EGFS/pKzaTNFgbuT58ayTpYa0
https://patient.ambii.com/form/6rVfWxUBcYqnqbf5EGFS/pKzaTNFgbuT58ayTpYa0
https://clinics-app.com/clinic/6268d7bc950c9f6e8e8d0107
https://clinics-app.com/clinic/6268d7bc950c9f6e8e8d0107
https://clinics-app.com/clinic/6268d7bc950c9f6e8e8d0107
https://reservation.clinicfor.life/c/iidabashi
https://www.iwc-cl.jp/
https://www.iwc-cl.jp/


○事前に電話またはweb上で必ず予約をお願いいたします。

○本リストは各医療機関からの情報に基づき、作成しております。ご不明点については、各医療機関にお問い合わせください。

初診 再診 申込方法 対応可能時間 支払方法

医療機関名 オンライン予約用ページアドレス住所

電話・オンライン診療

電話番号 患者向け備考欄

医療法人社団　大佑会

麹町明光耳鼻咽喉科

千代田区麹町1-5-4　ラ

イオンズステーションプ

ラザ半蔵門101号

03-3288-7333
新型コロナウイルス感染症に対し抗原検査およ

びPCR検査を施行しています。
〇

電話再診のみ

03-3288-7333

月火木金　9:30～13:00 15:00～19:00

土曜日　9:30～12:30
銀行振込　医院窓口決済

小川耳鼻咽喉科 千代田区六番町7-36 03-3230-3319
発熱者は入り口を分けていますので、事前に

電話で問い合わせをお願いします。
〇 〇 電話 特に決めていない 後日窓口現金払い

大森胃腸科 千代田区隼町2-15 03-3234-6226 〇 〇
電話予約のみで

す。
診療時間内で電話診療のみの対応です。 銀行振込、医療機関での窓口決済

紀尾井町内科
千代田区紀尾井町3-

1KKDビル1階
-

https://clinics-

app.com/clinic/5942104bd8436800

09e96033

〇 〇 WEB予約 月～木 10:00～11:30、14:30～16:30 クレジットカード

日本橋循環器科クリニッ

ク

中央区日本橋小伝馬町

13-4共同ビル201
03-5641-4133

・遠隔診療はかかり付け患者のみで電話診療

となります。　・対応可能時間は通常診療の

都合上前後することがあります。

〇

・電話予約のみ

・かかりつけの

患者のみ対応

・火曜日～金曜日：13：00～14：00

・月曜日～金曜日：19：00～20：00

・窓口支払

・銀行振込

みらいクリニック
中央区日本橋小伝馬町9-

6　松村ビル3階
-

オンライン診療希望の方は　https://mirai-

clinic.org/n_online　を御参照ください。
〇 〇 web予約 診療受付時間と同じ クレジットカード

日本橋馬喰町クリニック

中央区日本橋馬喰町１－

６－１ JU SKYTOWER

日本橋３階

03-5843-6275 来院前に電話で予約をして下さい 〇 〇 電話予約 【月・火・水・金】17:00-18:00 医療機関での窓口決済

東日本橋内科クリニック

中央区東日本橋３－１１

－８

MKT東日本橋ビル２階

03-3249-0873
来院されている患者様診療の合間になるので、

時間は指定できません。ご了承ください。
〇 〇 電話予約 月～金 09:00～12:30、15:00～18:30 銀行振込、医療機関での窓口決済

日本橋浜町耳鼻咽喉科

中央区日本橋浜町3-25-

10 日本橋浜町ポストビ

ル3F

-

https://clinic.smiley-

reserve.jp/nihonbashi-hamacho-

ent

当院HP「新型コロナの5類感染症移行に伴う

当院の対応について」をご確認ください。

https://hamacho-ent.com/blog_clinic/153

〇 〇

前診療日までの

（当日不可）電

話予約のみ。電

話診療不可。

月・火・水・金 10:00～11:30/15:30～17:00 クレジットカードのみ

小伝馬町こどもクリニッ

ク

中央区日本橋大伝馬町

13-8メディカルプライム

日本橋小伝馬町2階

03-3662-5591 電話診療のみ、オンライン診療なし 〇 電話予約
月～金：11:00～12:00、17:30～18:30

土日：12:00～13:00
後日医療機関にて窓口決済

信州会クリニック
中央区日本橋堀留町1-2-

13　信州会ビル　3階
03-3662-1166 https://lin.ee/hsuKB82

新型コロナ感染症或いはインフルエンザの疑

いがある場合には、お電話の上ご来院下さ

い。一般外来患者様との接触を避ける為の対

策です。オンライン診療可、ゾコーバ処方可

〇 〇
https://liff.line.

me/165491004
10：00～16：30

クレジットカード

電話診療の場合は、銀行振込、医療

機関窓口

ANDキッズクリニック日

本橋

中央区日本橋堀留町2-6-

6 ライフサイエンスビル7

階

-
https://ssc8.doctorqube.com/andk

ids/

新型コロナウイルス感染症が疑われる方は、

WEB予約だけでなくお電話でもご連絡をお願

いいたします。場合により確認のため当院よ

りお電話をおかけする場合もございます。

〇 〇

WEB予約のみ

（詳細はホーム

ページをご参照

ください）

月火水木金9:00～12:45・14:30～18:15、土

9:00～13:00
クレジットカードのみ

医療法人社団栄晴会　中

央内科クリニック

中央区日本橋人形町2-7-

8
03-3668-0088 　 〇 電話予約

月・火・水・金は、午前11時～13時、午後

16時～18時

土曜は、午前11時～13時、午後14時～16時

（木・日・祝は休診）

銀行振込か窓口決済

水天宮前いきいきクリ

ニック内科・呼吸器内科

中央区日本橋蛎殻町1-

29-6水天宮前東急ビル2

階

03-3665-1159
予約時間：月～水・金：9:00～18:30、土：

9:00～13:00
〇

電話予約（予約

は通常診療時間

内）

月～水・金：18:30～20:00、土：13:00～

14:00

日本橋プライマリーヘル

スケアクリニック

中央区日本橋小網町6－1

山万ビルB1
-

https://patient.digikar-

smart.jp/institutions/46ed9b09-

7063-45d4-9e3a-

fac5bfcecbe3/reserve

当院はデジスマアプリにて予約、オンライン診

療、決済が可能です。こちら→

https://phc.or.jp/about/online-shinryo.shtml

〇 〇
電話予約、WEB

予約

月/火/水/金　9:00-17:00

木　10:00-16:00

デジスマアプリにてクレジット登録

された方のみ診察可能

日本橋内科・アレルギー

科クリニック

中央区日本橋室町2-4-3

日本橋室町野村ビル７F
03-3274-4159 〇

電話にて申し込

み

診療時間内　月火水木金土10時～13時

月火水金15時～17時半（第3土曜日は休診）

銀行振り込み、または医療機関での

窓口決済

日本橋クリニック

中央区日本橋本町1丁目4

番9号日本橋MMIビル8階

B号室

-
https://web.booking.clius.jp/reserv

e/nihonbashi-clinic-reserve
　 〇 〇

電話予約、web

予約
月～土10:00~26:00（日祝は休診）

クレジットカード、銀行振込、医療

機関での窓口決済

鉄鋼会館診療所

中央区日本橋茅場町3-2-

10

鉄鋼会館5階

03-3669-4888 　 〇 〇 電話予約

月曜12:00～12:30

火曜16:00～16:30

金曜16:00～16:30

後日医療機関での窓口決済

セントラルクリニック
中央区日本橋茅場町２-

７-９
- 〇

外来受診時に相

談
毎日可能。 銀行振込、医療機関の窓口決済

医療法人社団桜令会　日

本橋れいわ内科
中央区日本橋3-2-15-1F 03-3241-2808 〇 〇

電話予約、Web

予約
診療時間内 クレジットカード

こころと美容のクリニッ

ク東京

中央区日本橋3-3-3 八重

洲山川ビル５階
-

https://clinics-

app.com/clinic/635f8c51d51d5327

8e0e5edf

当院では感染対策及び患者様の動線にも配慮

しており、何歳の方でも可能な範囲でご対応致

します。

〇 〇
電話予約、web

予約

月・火・木・金・土10:00～17:00（水日は

休診）
クレジットカード決済

医療法人社団頌栄会 上田

診療所
中央区日本橋2-1-10 03-3271-2775 〇 電話予約

月～木　14:00～17:00 クレジットカード（VISA・マス

ター）電子マネー・現金

医療法人社団知正会東京

センタークリニック

中央区八重洲1-1-8 八重

洲KTビル２階
03-3276-6935

当院では、登録済みの患者様のみを対象として

コロナの診療・検査を実施しております。
〇 〇 電話予約 月～金9:00～12:00

現金、クレジットカード

（VISA/MASTER）

日本橋えがわクリニック 中央区八重洲1-1-3 03-5804-0311
https://chouseisancal.com/egawac

l

受診御希望の方は必ず事前にお電話03-5204-

0311までご予約をお願いします。陽性判明後

の健康観察、内服薬処方等患者様に寄り添っ

た丁寧な診療をしております

〇 〇

電話予約、web

予約共に可能で

す。

月～水、金　9:00-12:30、14:00-18:00
後日郵送しますので銀行振込でお願

いいたします。

医療法人社団至心医療会

呼吸ケアクリニック東京

中央区京橋1-12-5　京橋

YSビル１階
03-6263-2143

電話予約のみ受け付けます．連絡なしの直接

来院は他の患者さんとのトラブル防止のためご

遠慮ください．

〇 電話予約 月～金　9：30～17：00 窓口決済

医療法人社団順医会京橋

クリニック

中央区京橋２－５－２２

キムラヤビル２Ｆ 03-3563-5011 〇 電話予約 診療時間中は全時間 銀行振込

医療法人社団万風会 ウェ

ルエイジング京橋循環器

クリニック

中央区京橋2-8-21 昭和

ビル別館3階
03-3564-1511 来院前に必ずお電話をください。 〇 電話予約

月火水木9:00～12:00、

14:00～17:00
医療機関での窓口決済

八丁堀３丁目クリニック
中央区八丁堀３－２－５

八丁堀医療ビル２階
-

https://calendar.app.google/7mbs

bWmLiBvqLMDF9
〇 〇 WEB 診療時間に準ずる

クレジットカード、paypay、

LINEpay、銀行振込

EASE女性のクリニック
中央区東京都入船1-1-24

4F
-

https://medical.apokul.jp/web/63/

reservations/add?kamok_id=158
〇 〇 web予約 月～金9:00～11:00 クレジット決済

青栁クリニック
中央区明石町11-3築地ア

サカワビル2階
03-5148-0865 必ず電話よりご予約をお願いいたします。 〇

必ず電話予約を

お願いします。

月、火、木、金　16：00～16：30　（水.

土.日.祝日は休診）
医療機関窓口決済

医療法人社団 中央みなと

会 中央みなとクリニック

中央区明石町8-1 聖路加

タワー2階
03-5565-9955 〇

かかりつけ患者

のみ、電話予約

医療法人社団天裕会

のぞみクリニック築地

中央区築地7-11-5　中銀

ベル築地マンシオン2階
03-6260-6008 https://www.hope-medical.jp/#/

小学生以上の方が対象です。６月１日より、

月・火・木・金（14:30～17:45）土（14:00～

17:00）休診日：水・日・祝祭日です。
〇 〇

電話予約、WEB

予約

午前受付　10:00～13:00　午後受付　14:30

～18:30

土曜のみ　11:00～13:30　水曜日・日曜祝

日は休診です。６月１日から診察時間が変

り



クレジットカード、ｄ払い、ペイペ

イ、窓口決済、

国立がん研究センター中

央病院
中央区築地5-1-1 03-3542-2511

電話診療は①当院で継続して治療を受けてお

り、かつ症状が落ち着いている方②薬が手元

に届くまで3~5日間待つ事が可能な方が対象で

す。

〇 電話診療のみ 月～金8:30~17:15（祝日は休診） 次回来院時に請求

晴海トリトン 夢未来クリ

ニック

中央区晴海1-8-16晴海ト

リトンスクエア3F
- 〇 〇 web予約 クレジットカード

医療法人社団リゾーム慶

和会 ザ東京タワーズクリ

ニック

中央区勝どき６－３－２

－１０２
03-3534-9002

当院で診察した患者様のみ電話診療を受け付

けています。初診の方は受け付けておりませ

ん。

〇 電話予約のみ

月曜～水曜　15:00～16:00

金曜　15:00～16:00

木・土・日曜不可

クレジットカード、銀行振込、医療

機関での窓口決済

勝どき駅前耳鼻咽喉科・

頭頸部甲状腺クリニック

中央区勝どき３-５-５

AIP勝どき駅前ビル3階
03-5859-0563

発熱外来は当日の診療開始30分前頃より受付

開始、電話のみです。

電話診療はかかりつけの方のみです。初めて

の方はLINEドクターよりご予約ください。

〇 〇 電話、Web

月曜日～木曜日　15:00～15:30 17:30～

18:00

その他適宜

電話は窓口決済

Webの方はオンライン診療システム

に準じて

医療法人社団モルゲン

ロート 有明こどもクリ

ニック勝どき院

中央区勝どき3-5-5AIP勝

どき駅前ビル3階
- kachidoki.child-clinic.or.jp 〇 電話予約 クレジットカード

https://clinics-app.com/clinic/5942104bd843680009e96033
https://clinics-app.com/clinic/5942104bd843680009e96033
https://clinics-app.com/clinic/5942104bd843680009e96033
https://clinic.smiley-reserve.jp/nihonbashi-hamacho-ent
https://clinic.smiley-reserve.jp/nihonbashi-hamacho-ent
https://clinic.smiley-reserve.jp/nihonbashi-hamacho-ent
https://lin.ee/hsuKB82
https://ssc8.doctorqube.com/andkids/
https://ssc8.doctorqube.com/andkids/
https://www.hope-medical.jp/#/
https://www.hope-medical.jp/#/
https://mainichiclinic.jp/reserve/1


○事前に電話またはweb上で必ず予約をお願いいたします。

○本リストは各医療機関からの情報に基づき、作成しております。ご不明点については、各医療機関にお問い合わせください。

初診 再診 申込方法 対応可能時間 支払方法

医療機関名 オンライン予約用ページアドレス住所

電話・オンライン診療

電話番号 患者向け備考欄

勝どきみなみクリニック
中央区勝どき４－８－５

アクティ東仲通り１階
03-3533-0715

診療時間等は必ず当院のHPをご確認くださ

い。診療時間内に専用電話回線09012503275

で必ず事前予約してください。

〇 電話予約

月～水、金9：30～13：00、15:00～

19:00、土8：30～13：00（木・日・祝は休

診）

医療機関での窓口決済

勝どき二丁目クリニック
中央区勝どき2－9－14

富永ビル4F
03-5560-0073 必ず事前に電話にてご予約ください。 〇 電話予約 火水木金9:30～12:30、火金14:30～17:30 医療機関での窓口決済、現金書留

銀座四丁目診療所
中央区銀座4-5-1教文館

ビル8階
03-3567-7717

オンライン診療は5月下旬からです。予約制診

療所で、新患者さんは電話予約をお願いしてい

ます。

必ず事前に HPのお知らせ、をお読み頂けます

よう。

〇 〇 電話予約

5月下旬から開始予定。

月～水曜14:00-16:30　土曜14:00-16:00

木曜日祝日は休み

クレジットカード、銀行振り込み、

（かかりつけのみ）窓口決済

医療法人社団範慶会 白倉

内科診療所

中央区銀座4-13-18 医療

ビル1階
03-3543-4361 〇 電話予約

月～金10:00～12:30、14:00～16:30、水曜

日午後・土・日・祝日は除く
銀行振込または窓口決済

銀座並木通りクリニック
中央区銀座4-2-2　第1弥

生ビル7F
03-3562-7773

電話予約で対応しますので　03-3562-7773に

ご連絡ください（当日可）
〇 〇 電話予約

月～金　9：45～10：30

月～木　16：00～16：30
銀行振込、又は医療機関窓口決済

医療法人社団医成会 みら

いメディカルクリニック

銀座

中央区銀座5-9-15 銀座

清月堂ビル4階
03-3572-4898 〇 電話予約

銀座まいにちクリニック 中央区銀座4-13-11 - https://mainichiclinic.jp/reserve/1 〇 〇
クロンからの予

約、電話、
当院診察時間同様

銀行振込、クロンの場合はクレジッ

ト決済

Gクリニック
中央区銀座5-3-13GINZA

SS85ビル12階
-

https://web.booking.clius.jp/reserv

e/gclinic.reserve
必ず電話またはWEBよりご予約いただきます

ようお願いします。
〇 〇 web予約 10：00～17：30 クレジットカード、銀行振込

韓国みにょんクリニック
中央区銀座4-3-9天賞堂

ビル8、9階
03-5579-5993 https://korea-m.clinic/

女医。電話診療、オンライン診療施行。小

児・成人対応。院内キッズスペースあり。韓

国語対応

〇 〇
電話予約、ウェ

ブ予約
月、火、水、木、金、土、日10時～２４時

クレジットカード

または、銀行振込

医療法人社団四季　シン

クリニック

中央区銀座七丁目４番１

５号　ＲＢＭ銀座ビル３

階

-

https://mn-

reservation.jp/lecinq/online/menu/

appointment/?menu=1I8QgnK8a9y

kAV4hj1nN8jx7F

〇 〇 web予約 クレジットカード

医療法人社団海生会　久

松町まつうらクリニック

中央区日本橋久松町10番

8号

フィルパーク日本橋久松

町2階

03-6661-0024 〇 〇 電話予約
発熱外来診療時間に準ずる（詳細の時間は

電話予約時に調整案内）
医療機関での窓口決済

アイビークリニック虎ノ

門

港区虎ノ門1-9-11ＧＡＴ

Ｅ虎ノ門104
03-5501-1511 〇 〇 電話予約のみ

月～金9：30～16：30（土・日・祝日は休

診）
銀行振込み

虎の門耳鼻科クリニック
港区虎ノ門1-1-25 虎ノ

門一丁目ビル6F
- 〇 〇

オンライン診療

サービス　ＣＵ

ＲＯＮ　にて受

付

予約は随時 ＣＵＲＯＮ　の規程に従う

医療法人社団 彩珠会 虎

ノ門とうまクリニック

港区虎ノ門1-1-16 虎ノ

門中央ビル4F
03-3502-4080 〇 〇 電話予約 上記対応時間に準ずる

クレジットカード（オンラインの

み）、銀行振り込み、窓口決済

患者目線のクリニック

虎ノ門　内科・皮膚科

港区虎ノ門1-16-17虎ノ

門黒沢ビル5階
- https://k-mesen.jp

発熱者の診療は事前に必ず予約が必要です。

当日の自院予約状況を見て、診療する時間帯

については個別にご連絡差し上げる場合がござ

います。

〇 〇 Web予約
営業時間中は終日可能

日曜祝日も営業する場合あり
クレジットカードのみ

虎ノ門中村クリニック
港区虎ノ門3-10-4トラノ

モンガーデン103
- https://toranyc.com/sinryou/ 　 〇 〇

電話予約、web

予約、

SOKUYAKU

9:30-19:30

藤美クリニック
港区西新橋１－２４－１

６ 平和ビル６階
03-3501-3705 〇

電話予約（受診

歴ある方のみ）
月，水，木の15：00～17：00

銀行振込、次回来院時に医療機関で

窓口決済

医療法人社団インターナ

ショナルヘルスケアクリ

ニック

港区新橋2-10-5末吉ビル

3階
03-3501-1330 〇 〇

電話予約又は

Web予約
月～金10：00～13：00　15：30～18：00 銀行振込

患者目線のクリニック銀

座新橋

港区新橋1-9-5KDX新橋

駅前ビル8階
-

https://k-mesen.jp/ginza-

shimbashi

受診を希望される場合は、Webで予約の上で

必ず事前にお電話にてご連絡ください。混雑

具合により、受診時間の調整や受診方法の変

更をお願いすることがあります。

〇 〇 web予約
月～土 10:00～20:00（※グループ内の虎ノ

門院と連携して実施）
クレジットカードのみ

医療法人社団 新青会 新

橋青木クリニック

港区新橋3-23-4 青木ビル

2F
- 〇 〇 web予約

月、水15：00～17：00
クレジットカード

新橋アレルギー・リウマ

チクリニック

港区新橋2-16-1ニュー新

橋ビル3F318号
03-3591-5464 〇 電話予約

月～金　10：00～12：30、14：00～17：

15
銀行振込

森野クリニック
港区新橋1－18－19キム

ラヤ大塚ビル７F
03-3591-2200 必ず電話で来院時間をご相談ください 〇 〇

オンライン診療

アプリcuronよ

り診療予約をし

てください

月・火・木・金14:00~15:00 クレジットカード

医療法人社団CFS クリ

ニックフォア新橋

港区新橋1-4-5　ヒュー

リックG10ビル 9F
-

https://reservation.clinicfor.life/c/s

himbashi
　 〇 〇 WEB予約

月～金　9:30~21:00

土日祝　9:00～18:00
クレジットカード、電子マネー

ルナレディースクリニッ

ク新橋銀座口院

港区新橋1-5-5グランベ

ル銀座2 10F
050-1751-6139 　 〇 〇 電話予約

4月29日・30日、5月3日～7日

00：00～24：00　（24時間）
クレジットカード

HELPOクリニック 港区芝公園2丁目10-4 03-5422-1178
https://liff.line.me/1654910047-

r8ona6WO/clinics/2041

オンライン対応を希望する場合は、LINEドク

ター経由で予約してください。

対面診療はかかりつけ患者のみ、希望する場

合は、必ず、電話予約をお願いします。

〇 〇 ウェブ予約
火～土　午前9:３0~12:00　午後１:０0~1

７:３０　日月は休診
クレジットカードなど

芝大門いまづクリニック 港区芝大門１-１-１４ 03-6432-4976

診療を希望される方は、必ず、事前に電話連

絡（ 03-6432-4976 ）をお願いします。事前に

連絡がない場合は、対応が困難な場合があり

ます。

〇 〇 電話予約 月・火・金・土　10：00～12：00 銀行振込

おかだスマイルクリニッ

ク

港区浜松町2-3-1日本生

命浜松町クレアタワー4F
03-6809-1725 〇 〇 電話予約

月～金10：00～12：00、15：00～17：00

土10：00～12：00
医療機関での窓口決済

竹芝水辺のクリニック
港区海岸1-10-30 アトレ

竹芝タワー棟3F
03-3432-3232 〇 〇

当院HP「コロナ

陽性の電話診療

枠」または「オ

ンライン診療」

「コロナ陽性の電話診療枠」月～木　15時

30分～17時30分

「オンライン診療」月～金　診療時間内
お問い合わせください

芝浦スリーワンクリニッ

ク

港区芝浦１－３－１０

チサンホテル浜松町１階
-

https://www.emilio-

moriguchi.or.jp/inquiry/appoint_ind

ex.php

　 〇

再診のみ「電話

診療」で対応可

電話：03-6779-

8181

応相談
電話診療の精算は、弊院指定銀行口

座への振込

汐留ガーデンクリニック
港区東新橋1-8-2 カレッ

タ汐留B1
03-5537-8080 〇 〇

電話予約、WEB

予約
電話予約時にご確認お願いします。 クレジットカード

医療法人社団NLC　西麻

布ライフケアクリニック

港区西麻布4-4-3フリー

ディオ西麻布1F
-

土曜日は第二のみ、日曜は第一、三、四のみ

診療しています。

（第一、三、四の土曜、第二日曜は休診で

〇 〇 Web予約

Webで空いているところに予約を入れてく

ださい。お電話で時間調整させていただく

こともあります。

クレジットカード

西麻布インターナショナ

ルクリニック

港区西麻布3-17-20LY西

麻布2階
- 〇 〇

web予約（LINE

ドクター）

月～金　8:00-18:00

土日　　9:00-12:00

(祝日は休診）

クレジットカード

西麻布ライフケアクリ

ニック

港区西麻布4丁目4番地3

号

フリーディオ西麻布１階

0337971717

発熱外来は完全予約制ですので、事前に連絡

をお願い致します。患者様には30分の診療時

間を設けておりますので、キャンセル・遅れ

る際は必ずご連絡ください。

〇 〇

電話診療は電話

予約、オンライ

ン診療はホーム

ページからお願

いし

対面診療のあいている時間で対応していま

す

クレジットカード、銀行振込、医療

機関での窓口決済

六本木ファーストクリ

ニック

港区六本木1-7-27 全特

六本木ビルＥＡＳＴ1階
03-5574-7788

診療時間内に電話での申し込みをお受けしま

す。簡単な場合はその場で対応。病状の把握

が難しい時は時間予約をいたします。

〇
電話にての申し

込み

月～金　（水曜を除く）

10:00～13:00

15:00～18:00

医療機関の窓口　または　銀行振込

ジェネラルクリニック
港区六本木6-1-8 グリー

ンビル8階
- 〇

CURONと検

索、ジェネラル

クリニック

診療時間内に対応 クレジットカード

大森真帆麻布十番クリ

ニック

港区麻布十番1-5-9高橋

ビル2階
- 〇 〇 web予約 診療時間内 クレジットカード

https://k-mesen.jp/
https://toranyc.com/sinryou/
https://toranyc.com/sinryou/
https://toranyc.com/sinryou/
https://liff.line.me/1654910047-r8ona6WO/clinics/2041
https://liff.line.me/1654910047-r8ona6WO/clinics/2041
https://clinics.medley.life/clinics/589017d213d3c70009e338ab
https://clinics.medley.life/clinics/589017d213d3c70009e338ab
https://clinics.medley.life/clinics/589017d213d3c70009e338ab


○事前に電話またはweb上で必ず予約をお願いいたします。

○本リストは各医療機関からの情報に基づき、作成しております。ご不明点については、各医療機関にお問い合わせください。

初診 再診 申込方法 対応可能時間 支払方法

医療機関名 オンライン予約用ページアドレス住所

電話・オンライン診療

電話番号 患者向け備考欄

サニーガーデンこどもク

リニック

港区麻布十番2-16-4 プ

ラスワンビル3階
- https://sunnygardencl.com 〇 web予約 クレジットカード

東京 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

https://clinics.medley.life/clinics/5

89017d213d3c70009e338ab

祝日は13時までの営業です。訪問診療などで

医師不在の時があります。来院前に必ず事前

に電話でご予約ください。基本的に現金支払

いのみとなります。

〇 web予約のみ

月・水・金：8時～12時半、15時～19時半

木：15時～19時半

土日祝日：9時～12時半

（火曜日は休診）

事前登録されたクレジットカードで

の決済

東京タワーヴュークリ

ニック麻布十番

港区麻布十番2-14-6　イ

イダビル1階
03-6809-3207 https://tvca.jp

受診前に必ず電話もしくはWebサイト

(https://tvca.jp)より予約してください。
〇 〇

電話またはWeb

予約

月火水金土９：３０～１２：３０、１４：

３０～１８：００

（木日祝は休診）

医療機関での窓口決済、銀行振込。

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
03-3804-2211 必ず電話連絡をお願い致します。 〇 〇

事前に電話にて

予約
クレジットカード

南青山内科クリニック
港区南青山７丁目８－８

ロイヤルハイツ１０１
03-6805-1836 　 〇 〇

オンライン診療

はweb予約、電

話診療は電話予

約

月・火・木　10:00～18：00、土日　10:00

～14:00（水金は休診）
クレジットカード

クリニックモリ
港区元赤坂1-1-5富士陰

ビル5階
03-5772-1192 〇 〇 電話予約 金曜日10時~15時 振込、または窓口

医療法人社団赤坂記念小

澁会メディカルスクエア

赤坂

港区赤坂2丁目17番17号 03-3585-0600 自院のかかりつけの患者のみ（予約制） 〇

受付時間内に、

電話にてご連絡

ください。

月曜日　8：30～12：30、水曜日　8：30～

16：30

金曜日　8：30～16：30

銀行振込

坦誠会赤坂内科クリニッ

ク

港区赤坂５－４－６ 赤

坂三辻ビル４階
03-5545-3500 発熱外来の方は電話でご相談ください。 〇 〇

電話予約、Web

予約

月～金10：00～15：00

土　　10：00～11：00　（日、祝日休診）

クレジットカード、医療機関での窓

口決済

医療法人社団 順幸会 小

林メディカルクリニック

東京

港区赤坂2-3-5 赤坂ス

ターゲートプラザ2階
-

オンライン診療は当院かかりつけの方のみ可

です。
〇

オンラインアプ

リ（Curon)にて

ご予約頂きま

す。

診療時間内、但し完全予約制のため既にご

予約が入っている場合は、予約できませ

ん。

オンラインアプリ（Curon）よりク

レジット決済

赤坂一ツ木通りクリニッ

ク

港区赤坂3-15-9 ACRビル

3F
03-5544-8205 〇 〇

電話もしくは

Web予約
月～金9:00～11:30、14:00～16:30 クレジットカード

赤坂インターナショナル

クリニック

港区赤坂5-5-10赤坂大高

ビル2階
-

https://ssl.fdoc.jp/reserve/subjectl

ist/index/cid/s1054027?SITE_COD

E=hp

遠隔診療希望の方はHPよりメールまたは予約

サイトの備考に遠隔診療希望の旨をご記入く

ださい

〇 〇
https://ssl.fdoc.

jp/reserve/su

火：10時～12時

水、木：10時～17時

土：10時～12時

銀行振込

アットホーム表参道クリ

ニック

港区北青山2-12-31　第3

イノセビル2階・地下1階
0334233232 　 〇

電話予約、オン

ライン診療サー

ビスcronを使用

診療時間内
オンライン診療サービスcronでクレ

ジット決済

医療法人社団嗣業の会

こどもとおとなのクリ

ニックパウルーム

港区北青山2-13-4　青山

ビルMY6階
- 〇 〇 web予約

月火金土10:00～13:00、15:00～15:30、

18:00～19:00

（水木・第1，3週日曜日は休診）

デジスマ診療というアプリでクレ

ジットカード決済

表参道内科眼科
港区北青山３－６－１６

表参道サンケイビル３F
03-5466-9971 〇 〇 電話 診療時間内 銀行振込

東京メディカルテラス
港区北青山2－13－4　青

山MYビル4階
-

https://web.booking.clius.jp/reserv

e/terrace
　 〇 〇

電話予約もしく

は、web予約

月・火・木・金　10：00～13：00、14：00

～17：00

水　10：00～12：00

クレジット決済

医療法人社団松柏会 藤田

クリニック

港区南青山2－22－19 ア

ドバンテック南青山ビル

7階

- 〇 〇

LINEドクター経

由の申し込みに

なります。

月-金 09:00-09:30 14:30-18:00 土09:00-

12:00
クレジットカード

南青山おおつかクリニッ

ク
港区南青山4-9-17 03-5786-3288

完全予約制の為、お電話でのご予約をお願い

します。
〇

電話予約（当院

かかりつけの方

のみ、電話診療

のみ）

月～水・金 9:30-13:00、15:30-18:00

土 9:30-13:00

(休診：木・土曜午後・日・祝日)

医療機関での窓口決済（現金のみ）

青山・まだらめクリニッ

ク

港区南青山2-26-35 青山

KKビル6階
-

コロナ後遺症を防ぐには急性期の治療が大切

かもしれません。急性期には漢方治療で細や

かな対応を目指します。漢方専門機関在籍10

年の実績あります。

〇 〇

クロンというア

プリから予約し

てください。

0af0がIDです。

月～水・金:9:00～9:30 11:30～12:00  16:30

～18:00

木: 9:00～9:30

土:14:00～15:00 これ以外にもワクあり

クレジットカード

南青山みみのクリニック
港区南青山3-3-16　ハレ

アカラ南青山１F
- なし

小児は小学生以上です。重症者は受けられま

せん。
〇 〇

クロンというア

プリをダウン

ロードして予約

をとる

月、火、木、金の10時半から13時、14時か

ら16時半

水、土、日はなし

クレジットカード

東京ミッドタウンクリ

ニック

港区赤坂９‐７‐１

ミッドタウンタワー６F
-

https://www.tokyomidtown-

mc.jp/outpatient/
　 〇 〇

電話予約　WEB

予約
月～金曜日　10時～12時　15時～17時

クレジットカード　銀行振込　窓口

決済

赤坂おだやかクリニック
港区赤坂5-3-1 赤坂Bizタ

ワーアネックス2階
-

https://ssl.fdoc.jp/reserve/subjectl

ist/index/cid/x3563894

発熱患者対応時間１２：００～１３：３０

（最終受付）、１７：００～１８：３０（最

終受付）。インターネットでご予約の上、ご

来院ください。

〇 〇

Web予約（オン

ライン診療の

み）電話診療実

施なし

月ー金　10:00-13:30 15:30-18:30 クレジットカード

きつかわクリニック
港区芝５－３１－１６

YCCビル4階
03-3451-1731 〇 電話予約 月～金　14：00～14：20 医療機関での窓口決済

医療法人社団 千秋双葉会

東京シティクリニック三

田

港区芝4-5-8, 池藤ビル２

階
03-5439-5566 〇 電話予約 月・火・水・金・土12-13時 医療機関での窓口支払

医療法人社団エムイー

アール

インディバークリニック

港区海岸3-26-1　

バーク芝浦ビル５階
- https://merholding.tokyo/ 　 〇 WEB予約

月～木13：00-17：30(火曜日は9：30-17：

30)

金曜日10：00-14：30

土曜日13：00-17：30

窓口決済、クレジットカード

有明みんなクリニック 田

町芝浦院

港区芝浦3-2-28 HTア

ジール芝浦1階
-

https://ssc6.doctorqube.com/tama

chishibaura/
〇 電話予約

平日9：00-20：00

土曜9：00-16：00

日祝9：00-12：00

クレジットカード、窓口支払

高櫻内科・脳神経クリ

ニック

港区芝浦3-11-5 第三協

栄ビル1F
03-6722-6322

発熱や風邪の症状などがある方は、必ずお電話

にてお問合せ下さいますようお願い致します。
〇 電話予約 通常診療時間 医療機関での窓口決済

クリニックフォア田町
港区芝浦3-1-32 なぎさ

テラス4階
-

https://reservation.clinicfor.life/c/t

amachi_fever
　 〇 〇 WEB予約

月～金　9:30~21:00

土日祝　9:00～18:00
クレジットカード、電子マネー

医療法人H＆L会　芝浦メ

ディカル

港区芝浦3-13-11

Medical Square芝浦

5F・6F

-
https://ssc5.doctorqube.com/shiba

ura-medical/
〇

初診時に予約も

しくは電話予約

月～金　9:00～13:00  15:00～19:00

土　　　9:00～13:00
医療機関での窓口決済

エムズクリニック白金 港区白金台3-14-4－4階 - 〇 〇 クロン クロンで指定時間内 クロン内での支払いのみ

耳鼻咽喉科望月医院 港区白金３-１０-１８ 03-3442-3387 〇 〇 電話診療のみ。

平日午前９時～１1時、午後１５時～１7

時。

土曜日午前９時～１1時。

火曜日、日曜祝日休診。

現金、一部のクレジットカード、交

通系電子マネー対応可。

白金三光クリニック
港区白金１－２５－３１

レジデンス白金１０２
03-6456-4350

小児は小学生以上対応可能　　　　抗原定性

キットの配布は事前に電話にて予約くださ
〇 〇 電話予約 月～金　9:00~11:00 15:00~17:00 銀行振込、医療機関での窓口決済

敬和国際医院
港区白金1-25-27布施ビ

ル２階
03-6432-5070 〇

電話予約、web

予約
月～水11:00~16:00、土13:00～18:00

クレジットカード、医療機関での窓

口決済

やまうち循環器内科クリ

ニック

港区白金2-3-3カーム

コート白金高輪1階
- https://yamauchi-heartclinic.jp/

土曜日の結果説明は翌週月曜日になる可能性

があります。

速やかな受診のため、webでの予約をお勧めし

ます。

〇 電話予約のみ。 月～土9:00～10:00 窓口決済、クレジットカード

三田ハウス内科クリニッ

ク

港区三田5-2-18, 三田ハ

ウス109
03-5443-3864 〇 〇

電話診療を実

施、電話予約

月火木金10:00～11:00、14:00~15:00
医療機関での窓口決済

医療法人社団勝優会たま

ちホームクリニック
港区三田3-1-4 03-6435-2331 〇 電話予約 月~金　10時~13時　16時~19時 クレジットカード　銀行振込

高輪内科クリニック 港区高輪1－16－4 03-3449-6748

オンライン診療の申し込みはスマートフォン

などでcuron（クロン）のURLを検索してそこ

からも申し込みできます。

〇 〇
電話予約、Web

予約

診療日の12時－１３時、１５時―16時、18

時ー19時
クレジット決済も可

ぽれぽれクリニック
港区高輪1-5-21ルート高

輪ビル4階
03-5422-7626 〇 電話予約 月・火・木・金　10：30～11：00 銀行振込、医療機関での窓口決済

白金高輪耳鼻咽喉科クリ

ニック

港区高輪1-4-13高輪NY

ビル5階
- オンライン診療可 〇 Web予約 金11時半～12時 クレジットカード

白金高輪駅前内科・糖尿

病クリニック

港区高輪1-4-13

高輪NYビル２階
- 〇 web予約

月～水・金11:00～12:30　14:00～16:30

土　12:00～16:30
クレジットカード　クロンアプリで

決済

https://ssc6.doctorqube.com/tamachishibaura/
https://ssc6.doctorqube.com/tamachishibaura/
https://a.inet489.jp/msk0331/yoyaku/login.cgi?recno=&birth=
https://a.inet489.jp/msk0331/yoyaku/login.cgi?recno=&birth=


○事前に電話またはweb上で必ず予約をお願いいたします。

○本リストは各医療機関からの情報に基づき、作成しております。ご不明点については、各医療機関にお問い合わせください。

初診 再診 申込方法 対応可能時間 支払方法

医療機関名 オンライン予約用ページアドレス住所

電話・オンライン診療

電話番号 患者向け備考欄

ワールドシティ益子クリ

ニック

港区港南4-6-7 キャピタ

ルタワー3階
-

https://a.inet489.jp/msk0331/yoya

ku/login.cgi?recno=&birth=
〇 〇 web予約 診療時間内と同じ クレジットカード

医）彩風会 お台場クリ

ニック
港区台場1－5－7－105 03-5531-0731 〇

受付時間内にお

電話ください。

医療法人社団弘寿会 小石

川ホームクリニック

文京区小石川4-20-1 イ

トークリエイト小石川ビ

ル３F

03-3868-8282 〇 電話予約 適宜 銀行振込、窓口

豊田耳鼻咽喉科クリニッ

ク
文京区小石川3-27-13 03-3811-4133 〇 〇 電話予約 通常診察時間内 窓口決済

小石川循環器内科クリ

ニック
文京区小石川2－24－14 03-6801-8450 〇 〇 電話予約 13：00ー14：00 ネット銀行振込

医療法人社団千晶会 千晶

こどもクリニック

文京区小石川１－２４－

３ Ｋｏｉｓｈｉｋａｗ

ａ :  1階

03-3868-0703
電話診療は、当院かかりつけの小児のみとし

ます。オンライン診療は行っておりません。
〇

電話予約、10：

00～11：00
月、火、水、金14：30～15：30 窓口決済

医療法人社団千秋双葉会

茗荷谷耳鼻咽喉科・アレ

ルギー科

文京区小石川5-5-2バン

ビビル２階
03-3944-8711

電話診療を行っております。症状によっては

対面診察が必要となります。お電話にてご相

談ください。

〇 電話予約
月・火・木・金9：00～13：00、14：30～

18：00
医療機関での窓口決済

ココメディカルクリニッ

ク

文京区小石川5-34-10

COCOビル
03-6882-3319 〇 〇 電話予約

月木17：００～２０：００、土日祝９：０

０～１２：００/１３：００～１５：００

（火水金は休診）

銀行振込、窓口決済

医療法人社団　健稜会

文京小石川クリニック

文京区小石川１－５－１

パークコート文京小石川

ザタワー3F

- https://bkcl.jp 〇

電話予約(コロナ

陽性の方のみ)
診療時間内に電話してもらい時間を決めま

す
医療機関での窓口決済

小石川医院 文京区春日2-10-18 03-3816-3151 〇 電話予約 診療時間内 窓口決済

コパーズ・茗荷谷クリ

ニック

文京区小日向４－７－２

０
03-5976-2207 〇 電話予約 医療機関での窓口決済

医療法人社団春日会伝通

院クリニック

文京区小日向４丁目６番

１８号ステラメゾン茗荷

谷201号室

03-6912-1565 〇 〇 電話予約
月～金　9:00～13:00、14:00～18:00

土曜日　14:00～18:00
銀行振り込み

しおざわクリニック 文京区小日向4-4-3-103 03-3945-3711

発熱外来は完全予約で行っております。予約

方法は電話0339453711のみとなりますのでよ

ろしくお願いします

〇 〇 電話予約

月曜日ー土曜日　11:00-13:00

月曜日ー金曜日　16:00-17:30 火曜は午後な

し
医療機関での窓口決済

小日向診療所
文京区小日向2－19－9ト

ワベール小日向101号室
03-5810-1505

診療代金の請求は後日、支払いは銀行振込の

み（手数料は患者負担）。PCRの結果は検査

の翌日以降。結果問い合わせの催促はご遠慮

ください。出入り口に段差があります。

〇 電話予約 金8:00~9:00 銀行振込

三輪医院 文京区千石4丁目, 26-8 03-5976-9933

発熱外来は院内ではなく屋外での対応となり

ます！他の患者さんもいるので院内には入ら

ないで下さい！遠隔診療は電話診療のみ対応

いたします。

〇 電話予約
月、水、木は　１１：００~12：00　　火

は17：30から18：30
窓口支払いのみ

森内科
文京区大塚3-35-8クリサ

ンス小石川1階
03-3945-8188 〇 〇

過去に対面診療

した方のみ可能

です。電話予約

が必要です。

月火木金土10:00～12:00、月火木金15:00～

17:00。（木日祝は休診）

後日、医療機関での窓口決済してい

ただきます。

友成第二医院 文京区大塚5-40-18 03-3941-8583 〇 〇 電話予約

月・火・水・金　9：００～11：00・14：

00～17：00

木・土9：00～11：00

医療機関での窓口決済

医療法人社団厚博会茗荷

谷乳腺クリニック

文京区大塚1-5-18大伴ビ

ル4階
03-5981-8288 まずはお電話でご連絡をお願いします。 〇 〇

電話予約をした

後にCLINICSア

プリから予約

火曜から金曜日15時から18時。土曜日15時

から17時

CLINICSアプリでクレジットカード

を登録して下さい

医療法人栄仁会みらいメ

ディカルクリニック茗荷

谷

文京区大塚1-4-15アトラ

スタワー茗荷谷202
-

オンライン診療についてはホームページをご

確認ください。抗原キット、PCR検査でコロ

ナ陽性だった方は検査結果を添付しただく必

要があります。

〇 〇

オンライン診療

WEB

（EPARK）予約



月～土（11：00～11：30）*木曜日は小児

科担当　祝日休診　混雑時お時間調整させ

ていただく事があります。

オンライン診療申込時登録必須

（VISA、マスターカード）

谷口医院 文京区本駒込2-8-11 - 　 〇 〇 070-3314-7716 開院時間内（ホームページ参照） 窓口決済

とくなが耳鼻咽喉科
文京区本駒込１－６－１

９
- 〇 〇 web予約のみ

専用ページをご覧になって下さい、日に

よって変わります。
クレジットカード

医療法人社団 靜美会 駒

込かせだクリニック

文京区本駒込4-19-16 タ

ウンハイム本駒込1F
03-5832-5665 〇 〇

電話診療：電話

予約 オンライン

診療：LINEドク

ター上で予約

電話診療：月火8:30～12:00、木金：8:30～

12:00,15:00～16:00

オンライン診療：月木金15:00～16:00

電話診療：窓口、銀行振込

オンライン診療：クレジットカード

鈴木医院
文京区本駒込２－２８－

３５
03-3941-6615 〇 電話予約 診療時間内。 後日医療機関での窓口決済。

松本医院
文京区本駒込５－４１－

１１ 青木ビル１階
03-5832-9518

受診の際は、必ず電話にて症状等をお伝えの

上、ご来院ください。休診日は、毎週水曜日

と日曜日です。キャパを超える場合には対応

出来かねることがあります。

〇 電話予約。

月、火、木、金曜日12:00～12:20、18:00～

18:45

土曜日12:00～12:45

（水、日曜日、祝日、第二土曜日は休診）

医療機関での窓口決済

日原内科クリニック
文京区千駄木2-13-1

ルネ千駄木プラザ2階
0338226262 　 〇 電話予約 診療時間内 後日医療機関での窓口決済

医療法人社団森谷会森谷

医院

文京区千駄木５－４３－

１１
03-3821-0128

抗原定性キット配布希望の方は必ず東京都

ホームページより「検査キット配布申込書」

が必要です。また当院へも電話で抗原キット

を予約確保してから来院願います。

〇

必ず電話でご依

頼下さい。コロ

ナ初診は対応で

きません。

月火水１５：３０～１７：００。

土10：３０～１1：３０。（木日は休診）

コロナ治癒後に遅延なく窓口までお

支払いにおいでください。

藤原クリニック

文京区千駄木３－２－７

リエス千駄木１階地下１

階

03-3821-3767

ご予約は電話のみの対応です。メールやネッ

トからのお申し込みは固くお断りします。予

約のない方は院内に入れません。11月24日の

発熱外来は中止させていただきます。

〇 〇 電話予約のみ。

申込は月・火・水・金：8:45～12:15/14:45

～18:15、木・土：8:45～12:15に電話予約

のみ。対応はその日の夜間。

クレジットカードまたは銀行振込。

いいの耳鼻咽喉科

文京区千駄木3丁目48-6

アパートメンツ千駄木１

F A

03-3828-3387 〇 〇 電話予約
火～金9：30～12：00　15：30～18：00

土9：30～11：30　14：30～15：30

窓口決済、銀行振込、クレジット

カード

団子坂くつろぎクリニッ

ク

文京区千駄木５-21-12

カサデコリーナ1階
03-5834-7702 〇 電話

火曜9時～13時　　金9時～18時

水曜9時～18時　　土曜9時～17時半

木曜9時～18時　　日曜9時～13時

医療機関での窓口決済

医療法人社団杏生会文京

根津クリニック

文京区根津1-1-18パライ

ソ和田ビル３F
03-3821-2102 〇 〇 電話予約

月～金9時～12時、14時～17時　事前予約

が必要です。
クレジットカード、paypay

細部小児科クリニック 文京区根津2-14-11-2F -
https://hosobe-

pediatrics.com/index.html
〇 〇

HPの「オンライ

ン診療予約」よ

り予約をお願い

しています。

ゆき医院
文京区本郷5-26-2 東大

赤門前ビル3階
03-5840-8660 〇 〇 電話予約 通常の自院の診療時間内 後日受診してもらい窓口決済

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
-

通常の診察料に加えてCuron使用料330円、通

信事務手数料550円、処方箋原本送料８４円が

別途課金されますのでご了承ください。

〇

Curonで登録,承

認後、当院の予

約サイトから

web予約。

午前：火曜、水曜、土曜の9:30-10:00

午後：月曜、火曜、水曜、金曜の15:00-

15:30

Curonのアプリ内でクレジットカー

ド決済

本郷真砂ハートクリニッ

ク

文京区本郷４－２０－１

２
03-3814-1155

web予約の場合、ご希望の診療内容について、

問い合わせのお電話をさせて頂く場合があり

ます。

〇 〇
電話予約、web

予約
当院の診療時間に準ずる

ペイパル（Paypal）を通じたクレ

ジットカード決済

本三クリニック
文京区本郷２－２６－８

本郷和可奈ビル５階
070-8470-7771

ご来院前にはお電話でご連絡ください。

診察時間は、事前のお電話の際に指定させて

いただきます。

〇 電話予約 医療機関での窓口決済

医療法人社団千秋双葉会

本郷みみ・はな・のどク

リニック

文京区本郷2丁目26-8

本郷メディカルセンター

3F

-
https://www.hongomimihananodo.

com/
〇

電話予約（電話

診療）　WEB予

約（オンライン

診療）

月・火・木・金　9：00～13：00　14：30

～18：00

土　9：00～13：00

医療機関での窓口決済

医療法人社団 大塚診療所
文京区湯島三丁目31番6

号1階
03-3831-2294 〇 〇 電話予約 診療時間内 後日精算



○事前に電話またはweb上で必ず予約をお願いいたします。

○本リストは各医療機関からの情報に基づき、作成しております。ご不明点については、各医療機関にお問い合わせください。

初診 再診 申込方法 対応可能時間 支払方法

医療機関名 オンライン予約用ページアドレス住所

電話・オンライン診療

電話番号 患者向け備考欄

医療法人社団菊和会 谷中

クリニック
台東区谷中3-13-10 03-3823-1261 〇 〇

電話予約
月～水、金　１８：００～１９：００

医療機関で窓口決済

医療法人社団浩佳会かと

う医院

台東区根岸３－１２－１

４ 1階
03-5603-7161 まずはお電話にてご相談ください 〇 電話予約

月・水～土：9：00～12：00 窓口決済のみ（かかりつけ患者は後

日決済可）

医療法人社団医翁会 浦尾

医院
台東区根岸5-17-6 03-3875-0242 〇 〇

電話で予約。ク

ロンサイトでの

予約

診療時間内。クロンサイトの場合は、24時

間可。

クロンシステムを使ってのクレジッ

ト決算。銀行振込

山本メディカルクリニッ

ク

台東区上野6-8-7 内藤ビ

ル２階
03-3836-3878 〇 電話予約 診療時間内に随時 クレジットカード

三倉クリニック
台東区上野１丁目１６番

１６号 第２三倉ビル１Ｆ
- http://www.mikura-clinic.net/ 〇

オンライン診療

CURON(クロン)

に登録し、医療

機関16B2

（月-金）12時から13時、18時から19時、
オンラインシステムクロンによるク

レジットカード

医療法人社団創生会

御徒町仲内科クリニック

台東区上野４－２－１

江戸っ子ビル４F
- okchimachi-naka-clinic.jp 〇 〇 LINE公式

月、火、木、金、土１０:00~1３:00、1

４:00～1９:00　日曜日、休日休診
銀行振込

東京保健生活協同組合 竜

泉協立診療所
台東区竜泉3-1-2 03-3873-4373 〇 〇 電話予約 診療時間に準ずる 銀行振込または後日の窓口決済

医療法人社団七賢会ぞう

さん内科クリニック

台東区東上野2丁目22-5

旭ビル1階
0338377775

電話連絡ののち時間指定し診察予約のため、

事前電話連絡必須。直来院やインターネット

からは診察予約不可。

〇 電話予約 診療時間内　全て 医療機関での窓口決済

東京保健生活協同組合橋

場診療所
台東区橋場2-2-5・2F3F 03-3875-8480

※事前に電話予約必須。（ご来院頂く時刻は

当院より指定します。）
〇 〇

電話予約必須。

初・再診とも検

査陽性の証明が

できる場合のみ

回復後当院口座への振り込みか、当

院での窓口支払い。（回復後）

医療法人社団梅澤会梅澤

医院
台東区千束2-20-2 03-3872-8230 必ず電話で予約をお願いします 〇 〇 電話予約 月～金9:00～13:00、14:30～17:30 医療機関での窓口決済

浅草のもとクリニック 台東区浅草3-7-7-101 - 〇
受診時に陽性の

場合

月・火・木・金　14：00~15:00
医療機関での窓口決済

浅草きずなクリニック

台東区浅草６-９-２コレ

クションホースロード２

階

03-6458-1058

遠隔診療（電話診療、オンライン診療）ご希

望の方は、クリニックに電話して予約をおとり

ください。

〇 電話予約
月火木金 9:00~13:00 14:30~18:00

土 9:00~13:00
クレジットカード決済

医療法人社団 桜心会 浅

草ハートクリニック

台東区花川戸1-13-15

SCRビル1階
03-6231-7581

必ず電話予約をお取りください。院外にて

キットの配布を行いますのでクリニックに到

着しましたら院内に入らずお電話にてご連絡く

ださい。

〇 〇 電話予約
月・火・木・金　12:00~13:00 16:00~17:00

土・日　９:00~13:00

医療機関での窓口決算、クレジット

カード

柳澤総合内科医院・浅草
台東区花川戸1-14-18 1

階
03-3844-0668

受診の際には、必ず事前の電話での問い合わ

せをお願いします。電話で来院時間の目安を

お伝えします。直接来院された患者さんの対

応は行っていません。

〇 〇
電話予約のみ

月・火・水・金曜日：（午前枠）12時30分

～13時30分、（午後枠）19時～20時30分、

土曜日：13時30分～17時、木・日曜日・祝

日は休診。

医療機関での窓口決済（現金）のみ

です。

あさくさ雷門前クリニッ

ク

台東区雷門2-11-8冨山ビ

ル１
03-5827-2700 〇 〇 電話予約

月火木金土　9：00～12：00　15：00～

18：00

（水・日・祭日は休診）

現金のみ窓口支払い

渡辺医院 台東区西浅草2-20-1 03-3841-6502 〇 〇 電話予約
平日09:00～17:30

土曜09:00～12:30
医療機関での窓口決済

医療法人社団 柴田小児科

医院
台東区松が谷3-16-4 03-3841-2291 〇 〇

電話予約、web

予約

月～金9:00~17:30、土9:00~13:00(日、祝日

は休診)
医療機関での窓口決済

医療法人社団まこと会 服

部医院
台東区元浅草3-4-7 -

http://www.hattori-

clinic.sakura.ne.jp/
〇 電話

火～金9:00~12:00、14：30～17：30、土

9:00～12:30（日月は休診）
医療機関での窓口決済、現金のみ

四丁目クリニック
台東区元浅草4-6-4　大

塚ビル　2階
-

かぜ症状の方はコロナの可能性あり対面診療

はできません。オンライン診療をした後に

PCR検査を予約にて行います。

〇 〇

オンライン予約

LINEドクター

クロン

あさくさ田原町内科クリ

ニック

台東区寿2-10-11 MS田

原町ビル2階
03-3841-1181

土曜は新患の方の発熱外来は行っておりませ

ん。ご注意ください。

3日以内に37度以上の熱があった方は必ずお電

話ください。

来院時間を指定させていただきます。

〇
電話予約・LINE

ドクター
まずは診療時間内にお電話ください。

後日振り込み、窓口支払い、クレ

ジットカード

医療法人社団HOLOS

クローバーこどもクリ

ニック

台東区蔵前4-20-4

蔵前４ビル１階
- https://clinics.medley.life/d 　 〇 〇 web予約

月・火・金　９：００～１７：００

木・土　９：００～１２：００
クレジットカード決済、銀行振込

医療法人社団黄龍会小川

こどもクリニック

台東区浅草橋1-25-5小川

ハイム201
03-3861-2429

小児かかりつけを優先的に診療をしています。

対応枠に限界があるので9：30AMに電話連絡

で当日の診療予約を受けています。

〇

再診時の体調管

理のみ対応。電

話を使用。

基本は診療時間に準ずる、体調悪化時は随

時。
医療機関での窓口決済

育英クリニック 台東区浅草橋2-26-13 03-3851-7753 〇 〇 電話予約 診療時間内

あさくさばし耳鼻咽喉科
台東区浅草橋4-1-2-3階

あさくさばし耳鼻咽喉科
- http://asakusabashi-ent.com/ 〇

clinics

https://clinics-

app.c

月、水　　9時半～14時半

火、木、金、土　9時半～11時半

クリニクスにクレジットカードを登

録、そちらから支払い

医療法人社団 良月会 堀

内科クリニック

台東区浅草橋1-24-3 杉

木立ビル3階
03-3861-8937 〇 〇 電話予約

月火木金　10時00分から12時00分まで

　　　　　16時00分から18時00分まで

水土　　　10時00分から12時00分まで

窓口決済

のぞみクリニック 品川区北品川2-9-12 - 〇 〇

当院ホームペー

ジのお知らせよ

りオンライン診

療を選択。WEB

予

WEB参照。火・水・金：１０時～２２時ま

で
クレジット決済

医道五十三次クリニック

品川区北品川１－２２－

１７　ニックハイム北品

川１０９

- 年末年始を除き、年中無休で対応しています。 〇 〇

当クリニックの

ホームページか

らご予約をお願

いいたします。

日～土（祝日も診療）

10：00～13：30、14：30～18：00
クレジットカード

東品川クリニック
品川区東品川３-１８-３

神輿ビル３階
03-3472-6684

新患はすでに検査で診断が確定している患者の

み対応します
〇 〇

電話予約 平日　18：00～

木曜日・土曜日　１３：００～
窓口支払

医療法人社団 ナイズ

キャップスクリニック東

品川

品川区東品川四丁目５番

２２号 オアーゼ品川レ

ジデンス １階

- https://www.caps-clinic.jp/yoyaku 〇 〇

https://caps-

clinic.jp/yoyaku

/

月～日(祝日)

12:00～12:30

16:00～18:00

クレジットカード、銀行振込

小川クリニック

品川区南品川3-6-51

NK南品川1階 03-5460-1188 〇 電話

月・水・金　9時から18時

火・土　9時から12時まで

木・日休診

窓口決済

城南こどもハート・アレ

ルギークリニック

品川区南品川2-17-27 三

井南品川ハイツ1階
-

https://kodomo-

heart.com/jonan/page/reservation

予約用URL　https://clinic.smiley-

reserve.jp/jonan
〇 〇 web予約 クリニック迄お問い合わせください。

クリニック迄お問い合わせくださ

い。

大井町メディカルクリ

ニック

品川区東大井５－１４－

１５

大井町MCビル２－5F

- 〇 〇 web予約
月、火、木、金　9：00～12：00、14：00

～18：00

クレジットカード

おりしきみつるクリニッ

ク
品川区東大井2-19-11 - 〇 初診不可

酒寄医院 品川区東大井2-26-3 03-3761-3250
4月9日（日）、5月3日（祝）休日診療いたし

ます。
〇 電話予約 月・火・木・金・土9：00～12：00 医療機関での窓口決済

星野医院 品川区東大井6-16-8 03-3761-3575
発熱外来またはオンライン診療はいずれの場

合も、事前の電話による相談が必須です。
〇

電話予約

基本的には対面

診察が主体で

す。

月、火、水、土　　9:00~11:30

月、火、金　　　15:00~17:30
医療機関での窓口決済

大井クリニック 品川区東大井5-1-7-1F - 〇 〇

web予約(オンラ

イン診療のクロ

ン使用)

月～木10時～12時、15時～18時

土日10時～12時

クレジットカード

医療法人財団 太光會 柿

島医院

品川区大井３-２１-１０

パレスハーゼル1階
03-3775-5171 〇 〇 電話予約 診療時間内 銀行振込もしくは後日窓口での決済

大井小川クリニック
品川区大井1-49-12　大

井町ビル2階
03-5718-5556 〇 電話 月~金　9：00~17：00 銀行振込、医療機関での窓口決済

http://www.hattori-clinic.sakura.ne.jp/


○事前に電話またはweb上で必ず予約をお願いいたします。

○本リストは各医療機関からの情報に基づき、作成しております。ご不明点については、各医療機関にお問い合わせください。

初診 再診 申込方法 対応可能時間 支払方法

医療機関名 オンライン予約用ページアドレス住所

電話・オンライン診療

電話番号 患者向け備考欄

平田内科泌尿器科クリ

ニック
品川区大井1-35-11 03-5718-0120 事前に電話予約のみにて受付いたします。 〇 〇

自宅で抗原検査

陽性者のみ電話

診療をしていま

す

月～土（木・日祝除く）9：00～12：00、

16：00～17：00

大井町とうまクリニック

品川区大井1-16-2ブリリ

ア大井町ラヴィアンタ

ワー2F

03-5718-4080 〇 〇 電話予約

月・火・木・金　９：００～１９：００

水　　　　　　　１５：３０～１９：００

土　　　　　　　９：００～１２：３０

オンライン診療　クレジット

対面診療　窓口現金決済

医療法人財団ティーダ大

井町整形外科・外科クリ

ニック

品川区大井1-23-1カクタ

ビル5F・6F
- 〇 〇 web予約 クレジットカード

たつのシティタワークリ

ニック

品川区大井1-31-1 シ

ティタワー大井町102
03-6303-8737

当院の遠隔診療は慢性疾患を対象としておりま

す。新型コロナは当院で経過観察している方の

みを対象としています。

〇 電話予約 クレジットカード

大井町なかじま眼科・内

科
品川区大井2-1-1 03-3785-1255 〇 電話予約 電話受付時間：診療時間内 医療機関での窓口決済

松山クリニック
品川区西大井６-１５-１

２
03-3778-3815 　 〇 〇

当院でPCR検査

実施した患者主

体。電話予約。

月火金 9-12時、14-17時・水9-11時・土９

－12時（木曜、日祭日休診）
銀行振込

安藤脳神経外科・内科ク

リニック

品川区西大井1-1-1  Jタ

ワー西大井A204
03-5742-1990 〇 〇 電話予約

(月)(火)(水)(金)11:15～12:45／16:30～

17:45

(木)(土)11:15～12:45

(木曜日午後・土曜日午後・祝祭日は休診）

医療機関での窓口決済

ふじいクリニック 品川区西大井4-15-4 03-5718-1417 　 〇 電話予約
月9:00～18:00、火～金9:00～19:00、土9:00

～13:00
医療機関での窓口決済

西大井内科 品川区西大井1-4-25-2階 03-3775-2401 〇

電話診療は電話

予約・オンライ

ン診療はWEB予

約

月～水・金13：30～14：45
電話診療は医療機関で窓口決済・オ

ンライン診療はクレジット

金城医院 内科・小児科 品川区西大井4-2-5 -

　PCR検査は診察室では行っておらず、屋外

で施行しております。また、検査結果は15分

程度の機器1台と、1時間程度の機器が1台あり

ます。

〇

現在、発熱外来

については行わ

ず、かかりつけ

のみです。

御殿山耳鼻咽喉科醫院
品川区北品川5-4-1 大崎

ブライトプラザ2F
03-5424-1102

来院する前に必ず電話でご連絡・ご相談くだ

さい。
〇 電話 診療時間内 当院での窓口決済

大崎こどもハート・アレ

ルギークリニック

品川区北品川5-8-15　北

品川ホームズ1階
-

https://kodomo-

heart.com/osaki/page/reservation
〇 〇 Web予約 クリニック迄お問い合わせください。

クリニック迄お問い合わせくださ

い。

こどもの森クリニック
品川区上大崎3-3-1 自転

車総合ビル1F
03-5798-4141 　 〇 電話予約

月～土 11：00～12：00、月～金14：00～

15：00
医療機関での窓口決済

目黒みらい内科クリニッ

ク

品川区上大崎2-13-26 メ

イプルトップビル3F
- 〇 〇

web予約（「ク

リニクス」アプ

リのダウンロー

ド必須）

月・火・木・金ならびに土（午前のみ）

10：00～10：30、11：00～11：30、15：

00～15：30、16：00～16：30　（水、土午

後、日祝休診）

クレジットカードのみ

Concierge Medicine

Meguro Clinic

品川区上大崎2-21-13東

高目黒ペアシティ205
-

https://www.c-medicine.com

　お盆期間の発熱検査外来:簡易抗原検査によ

る診断加療を行います。午前8時まで

（8/12,14,15は9時）、午後20時から24時ま

で。詳細はHPでご確認ください

〇
メールにてご連

絡ください
月、火、木、金　20:00～23:00 来院時窓口決済、銀行振込

目黒駅前さくらクリニッ

ク

品川区上大崎2-12-2　ミ

ズホビル２階・３階
03-5422-8391

可能な限り、電話でのご予約をお願いいたし

ます。
〇 電話予約

予約の空き状況による。土曜日午後、日曜

祝日は休診。
クレジットカード

東京アーバンクリニック

五反田

品川区東五反田5-27-3第

二野村ビル5階
03-3441-6755 〇 〇 電話予約

月～水：11：00～12：30

金：11：00～12：30 医療機関での窓口支払

五反田みやざき内科クリ

ニック

品川区東五反田4-11-6ク

レスト五反田ビル2階
03-5422-8071

祝日は診療時間が通常と異なりますこと、感

染症の方の診療のみになりますことを、ご承

知おきください。当日予約枠が終了すると、

お電話が留守電に切り替わります。

〇 〇 電話予約です 診療時間内 銀行振込、窓口での現金決済

遠藤耳鼻咽喉科アレル

ギークリニック
品川区西五反田2-32-1 03-3491-2822 〇 電話予約

月～金14：00~19:00

（土日祝は休診）
銀行振込

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6階
0334950881 　 〇 〇 電話予約

月~水9時~12時13時~16時金曜・土曜9時

~12時13時~16時
銀行振込または医療機関での窓口

医療法人社団 三浦医院
品川区西五反田5-10-6-

104 上辻ビル
03-3492-5225 〇

当院で診療され

た陽性患者のみ

電話診療で対

応。

当院の診療時間内 医療機関での窓口決済

医療法人社団弘優会　ヒ

ロセクリニック

品川区西五反田4-31-17

MYビル3階
03-5437-3085 〇

再診の方のみ、

電話にて対応

月・火・木・金　9：30～12：30、15：00

～19：00

土曜は　9：30～12：30、1４：00～1７：

00

後日、窓口で決済

医療法人社団かなめ会 田

口クリニック
品川区西五反田1-25-5 03-6417-4155

初診は陽性の検査結果を添付できる場合のみ

オンライン診療可
〇 〇

電話にて予約方

法をお伝えしま

す

月～木10：00～18：30　土10：00～12：

30

金日祝、休診

クレジットカード

KARADA内科クリニック

品川区西五反田1-2-8

FPG links GOTANDA

10F

-
https://karada-

naika.com/reservation/
〇

当院で検査を

し、陽性であっ

た患者さんが対

象。お電話にて

予約。

診療時間内
公費負担以外の費用が発生した場合

は、後日窓口にてお支払い

一般社団法人創医会

ファミリアクリニック品

川

品川区大崎5丁目4-8

ヴァンドーム五反田302

号室

-
https://onlinesinryo1.metro.tokyo.l

g.jp/
〇 〇 web予約 火曜日・金曜日15:00~16:00 クレジットカード、コンビニ払い

鈴の木こどもクリニック 品川区戸越1-3-1 03-3786-0318 〇

再診のみ。電話

で時間を予約い

ただいて、電話

で診療していま

す。

月火木金午前中、時間指定で行っていま

す。
医療機関での窓口決済

依田医院 品川区戸越6-7-26-201 03-3781-2865 月火木金17時から18時も対応 〇 〇 電話予約

戸越脳神経外科クリニッ

ク

品川区戸越1-7-1東急戸

越ビル1F
03-5751-7333 〇 〇 電話予約 基本的には診療時間内（外来状況による）

医療法人社団松福会　伊

藤クリニック
品川区豊町6-11-8 03-3783-1020 〇 電話

月火水金　9：00-12：30、15：00-19：00

土　9：00-12：30
医療機関での窓口決済

戸越泌尿器科内科クリ

ニック

品川区豊町1-3-17山崎ビ

ル1階
03-5788-6120 〇 〇

電話予約、LINE

予約

月土 9:00-12:00　火～金 9:00-18:00（第2

土、日祝は休診）
銀行振込、医療機関での窓口決済

医療法人社団NIH なるき

内科クリニック

品川区二葉3-26-6 ヴィラ

西大井101
03-5702-2255

対応可能小児：小学生以上、ただし一人で診

察を受けられる方に限ります。
〇

電話での予約。

ただし発熱外来

が混み合ってい

る場合は対応困

難。

診療時間内随時。ただし発熱外来が混み

合っている場合は対応困難。
窓口決済

二葉医院 品川区二葉1-7-9 03-3782-2748 〇 〇 電話予約
月・火・金:9:00～13:00，17:00～19:00

水・土:9:00～12:30

窓口決済(クレジットカード対応準

備中)

和田外科医院 品川区平塚1-8-18 03-3781-4936
小児は小学高学年以上可。

〇

かかりつけの患

者さんのみ電話

診療

診療時間内 後日医療機関での窓口決済

ゆきこどもクリニック 品川区中延5-3-8-1F 03-3784-2555
初診の方の受付は、診察終了15分前までとな

ります。
〇 〇

電話予約、web

予約

(月)～(土)9：00-12：00、15：00-18：30

（火）休診、（日）遠隔診療不可。
医療機関の窓口決済

医療法人社団FOREST も

り脳神経外科クリニック

品川区中延5-2-2 ザ・

パークハウス品川荏原町

201

03-3788-1777 〇

再診患者のみ、

まずは電話でご

相談ください。



○事前に電話またはweb上で必ず予約をお願いいたします。

○本リストは各医療機関からの情報に基づき、作成しております。ご不明点については、各医療機関にお問い合わせください。

初診 再診 申込方法 対応可能時間 支払方法

医療機関名 オンライン予約用ページアドレス住所

電話・オンライン診療

電話番号 患者向け備考欄

ツマキ医院

品川区西中延１丁目９－

１３ 03-3781-1570 〇 〇 電話予約

その日の状況に依る

（月土午後と木曜日祝日は休診） 窓口決済のみ

昭和通り内科診療所 品川区西中延2-17-3-1F 03-3784-5821 〇
電話にて問い合

わせ

診療時間内
医療機関での支払い

和光医院 品川区小山4-8-1 03-3784-6131 　 〇 〇
電話にて対応い

たします。

月～金9:00~12:30、15：00~18：00

土9:00～12:30（日曜祝日は休診）

現金のみ。コロナ陽性にて来院不可

な場合お支払いは後日で可。

岡部耳鼻咽喉科医院 品川区小山2-8-16 03-3782-2060 あらかじめ電話でご連絡をください。 〇 〇 電話予約 電話連絡時に日時を予約 クレジットカード

山内クリニック 品川区小山5-17-4、1階 03-3781-2890 www.yamauchicl.com 〇 〇 電話予約

医療法人社団時正会エバ

ラクリニック
品川区小山5-9-1 03-3784-2101 〇

電話にて症状の

報告
月～土　9～17時 窓口（現金のみ）

医療法人社団ナイズ

キャップスクリニック武

蔵小山

品川区小山３-14-1　シ

ティタワー武蔵小山商業

業務棟２F

- https://caps-clinic.jp/yoyaku/ 　 〇 〇

https://caps-

clinic.jp/yoyaku

/

月～日(祝日)

12:00～12:30

16:00～18:00

クレジットカード、銀行振込

むさしこやま駅前内科・

糖尿病クリニック

品川区小山3-14-1シティ

タワー武蔵小山2階
03-6426-6123 〇 〇 電話予約

9:00~13:00、14:30～18:00（金曜・日曜・

祝日は休診）
医療機関での窓口決済

医療法人社団元隆会小野

内科
品川区荏原5-16-19 03-3781-9580

受付は平日は9時から12時00分及び16時から

17時00分、土曜日は9時から12時00分です。

上記以外にご連絡いただいても対応出来ませ

ん(年末年始など除く)。

〇 〇 電話予約 月、火、木、金、土　　10時から12時30分 医療機関での窓口決済

荏原内科外科クリニック 品川区荏原2-3-8-201 03-5751-7470
一般診療の方もいらっしゃるので電話予約して

ください。
〇 電話予約

月～土9：00～12：30　月～金15：00～

18：00
銀行振込、窓口決済

医療法人社団時正会旗の

台小池クリニック

品川区旗の台5-8-23ファ

インコート旗の台1階
03-5498-1681 〇

電話にて症状の

報告、相談。
透析の時間に応じる。 窓口（現金のみ）

医療法人社団 京浜会 京

浜病院
大田区大森南1-14-13 03-3741-6721 〇 電話予約

月～金9：00～11：30・14：00～16：00、

土9：00～12：00
銀行振込、後日窓口決済

マチノマ耳鼻咽喉科大森
大田区大森西3－1－３８

マチノマ大森３階
-

https://medicalpass.jp/department

s/4021

新型コロナ感染症の可能性のある方は、必ず

受付で伝えてください。
〇 〇 LINE予約 9時０分～９時３０分 クレジットカード

医療法人社団輝実会 とく

やすクリニック

大田区大森西6-13-16MK

ビル3F
03-5753-0888 〇

再診の方のみ電

話にて予約

月・火・水・金（9：30～12：00・15：30

～16：00）

土（10：00～13：00）

　



後日窓口にて

大矢クリニック 大田区大森西4-16-13 03-3767-1801 〇 電話予約

月・火・金：16:00～18:00

水・土：13:00～15:00

（木・日・祝日は休診）

銀行振込、医療機関での窓口決済

マチノマ大森内科クリ

ニック

大田区大森西3-1-38 マ

チノマ大森３階
-

https://machinoma-

naika.com/reserve.html
〇 〇 WEB予約

月・火・水・木・金・土・日

9：30～19：00
クレジットカード

医療法人社団エキクリ

大森町駅前内科小児科ク

リニック

大田区大森西3-20-9　1F - https://omorimachi.com/reserve/

https://app.curon.co/add-

clinic/clinics/FzziL4bbleprZvbnROfyRTJKInL

Tb0SkMf9IGP70

〇 〇 web予約 クレジットカード

医療法人社団雄真会　梅

屋敷内科クリニック

大田区大森西6-11-21第

二ダイカツビル101号
- 〇 web クレジット

さたけクリニック 大田区大森北4-10-2 03-3761-5419 〇 電話
１２：15～12：30 窓口決済

大森こどもハート・アレ

ルギークリニック

大田区大森北１－２－２

福和ビル３F
-

https://kodomo-

heart.com/omori/page/reservation
〇 〇 web予約

曜日により対応時間が異なりますので、予

約ページよりご確認ください。

お子さんのオンライン診療の場合の

み、お支払いはございません。

馬込駅前あくつ小児科耳

鼻咽喉科

大田区北馬込2-30-

2MOA2階
03-6303-7518 電話での予約必須 〇 電話予約 診療時間内

コロナ陽性者限定なため、支払い無

し

医療法人社団泰心会渕上

医院

大田区南馬込３－３６－

１２
03-3772-3013

発熱外来は予約制ですのでお電話は平日１６

時ごろまで。発熱外来、電話診療ともに待ち時

間が発生します。お受けできない日もありま

す。１２月３１日～１月５日は休診です。

〇 〇

電話にて相談後

ショートメッ

セージで対応。

対応できない日

あり。

平日９時～１１時、１４時半～１７時。土

曜９時～１３時。木曜日曜は休診
現金のみ

鈴木内科医院 大田区山王3-29-1 03-3772-1853 〇 電話予約

午前９：００～１２：２０　午後１５：０

０～１７：５０

水は１６：５０まで　土は午前のみ

木日は休診

窓口にて現金のみ

マオメディカルクリニッ

ク

大田区山王2-1-5大森駅

ビル5階
- 　 〇 〇 準備中 準備中 準備中

おおはら消化器内科クリ

ニック

大田区中央4-32-7橋正ビ

ル１階
0357183033 〇 電話のみ

診察時間内で、当日予約をみて電話で本人

と相談

銀行振り込み

医療機関で窓口決済

泰山木会 持田医院
大田区中央2丁目7番3号,

エルミ大森中央101号
03-3773-6688

コロナ疑い、風邪症状など心配な方は必ず電

話にて問い合わせください。時間・スペース

を分けて診療のご案内をしています。

〇 〇
電話にてご相談

ください。

診療時間内は対応しますが、場合によって

はお断りする場合があります。

南馬込内科循環器クリ

ニック

大田区南馬込６－２１－

３
03-3772-7321 　 〇 電話予約

月火水金:9:00-12:00, 15:00-18:00

土:9:00-12:00
医療機関での窓口決済

南馬込おかばやし耳鼻咽

喉科

大田区南馬込6-4-23

ファミネス梅田1F
-

https://park.paa.jp/park2/clinics/3

429/businesses/02
〇

web予約　詳細

は当院HPを参照

してください

診療時間に沿っていますが、対面診察を優

先しておりますので、状況によって予約を

受けていない日もあります。

クレジットカード

西馬込あくつ耳鼻咽喉科

大田区南馬込5-40-1 西

馬込メディカルビレッジ

3階

-
https://ssc6.doctorqube.com/mag

ojibi/

発熱外来は当院の予約サイトのみでの受付と

なっております。
〇 電話予約 診療時間内

コロナ陽性者限定なため、支払い無

し

馬込中央診療所 大田区中馬込1－5－8 03-3775-5631 〇 〇 電話予約 月、木　１５時～１６時３０分 医療機関での窓口決済現金のみ

医療法人社団医聖心和会

ファミリークリニック馬

込

大田区中馬込2-26-15山

奈屋ビル1F
03-3773-9168 〇 〇 電話予約 月曜～土曜09:00‐12:00 窓口決済、クレジットカード可能

医療法人社団 信愛会 鎌

田医院
大田区東糀谷2-7-16 03-3741-0662 〇 〇 電話予約

月～土　8:30～9:00（11月1日～）
医療機関での窓口決済

宇部内科小児科医院 大田区西糀谷1-13-14 03-3742-0818 　 〇 電話診療のみ。
診療時間内

木・土の午後は休診

窓口にて現金支払いのみ（療養期間

を終えてからの支払い可）

東邦大学羽田空港クリ

ニック
大田区羽田空港3-4-2 -

受診前にクリニックまでご連絡ください

土曜日のPCR検査は10時～12時　日曜・祝日

のPCR検査は10時～12時、14時30分～18時00

分となっております。

〇 〇 web予約

月曜、火曜、水曜、木曜、金曜日　10-12時

15-17時

土日祝日は不定期

クレジット

みうら健内科クリニック 大田区東六郷1-26-13 03-3736-4136 〇 〇 電話予約 調整中 調整中

たかはし耳鼻咽喉科
大田区萩中1-7-10エスト

レラH１F
03-5736-4187 〇 〇 電話予約

月ー水１６時から１７時　金１６時から１

７時
医療機関での窓口決済

医療法人社団しんクリ

ニック

大田区西蒲田7-5-14ツユ

キビル4階
03-3738-1112 〇 電話予約 診療時間内 窓口決済

ほりクリニック
大田区西蒲田7-12-6-蓮

沼パークハイツ１０１
- 〇 〇

Web、アプリに

よる予約

月～金9：00～10：30、14：30～17：00

（水日祝は休診）土曜日対応なし
クレジットカード

医療法人社団BOH　伊藤

メディカルクリニック

大田区蒲田5－27－10蒲

田TKビル3階
03-3731-2122

小児は10歳以上診療可能です。

妊婦さんについては検査は可能ですが、コロ

ナ陽性の場合の治療はできませんので、ご予

約の時に対応をご相談させてください。

〇 〇

HPから予約

当日の場合は電

話予約

月、火、木、金　10：00～16：00

通常診療中も行っているので、対応できな

い場合もあります。

クレジットカード

蒲田いだ耳鼻咽喉科
大田区蒲田5-28-7 アー

バンソレイユ1F・2F
-

clinics-

aq.com/clinic/5ea8704732aa13118

f548e67

COVID19に関わる検査は施行しておりませ

ん。
〇 〇 Web予約

月、火、木、金9:30～12:00、15:30～18:00

土9:30～12:00(水日、祝日は休診)
クレジットカード

医療法人社団エキクリ

蒲田駅東口クリニック

大田区蒲田5-15-1プライ

ム蒲田東口ビル4F
- https://eki-kuri.com/reserve/

https://app.curon.co/add-

clinic/clinics/ZxWorJRNRZ7YOsxWSc_uBVQ_

i2rYP2kHFpnC9s4j

〇 〇 web クレジットカード

医療法人社団 明朋会 増

田外科
大田区蒲田本町1-4-8 -

http://masuda-

geka.jp/telemedicine/index.html

増田外科homepage(https://masuda-

geka.jp/)にオンライン診療の使用方法が記載

されております。御高覧下さい。

〇 〇

Curonアプリか

らの予約になり

ます

月・火・水・金：1130-1300、木・土：

1230-1300、月・火・水・金18：30-1900
クレジットカード

みやはら内科外科クリ

ニック
大田区仲六郷3-5-2 03-6424-9838

発熱外来の電話予約は当日10:00～12:00

15:00～16:00まで　感染症かなと思ったらま

ずはお電話ください。
〇 〇

電話診療可能。

オンライン診療

枠縮小中

電話診療10：００～12:00と16：００～17:0

0

クレジットカード、銀行振込、医療

機関敷地内屋外にて窓口決済

https://ssc8.doctorqube.com/oishi-family/


○事前に電話またはweb上で必ず予約をお願いいたします。

○本リストは各医療機関からの情報に基づき、作成しております。ご不明点については、各医療機関にお問い合わせください。

初診 再診 申込方法 対応可能時間 支払方法

医療機関名 オンライン予約用ページアドレス住所

電話・オンライン診療

電話番号 患者向け備考欄

つぼた内科眼科クリニッ

ク
大田区仲六郷2-44-15 03-3731-7772

かかりつけ患者のみオンライン診療(電話診

療）を受け付けておりますが、症状等により

ますので、お電話にてご連絡ください。

小児は中学生以上に対応。

〇 電話予約 診療時間内 医療機関での窓口決済

ぞうしき内科クリニック

大田区仲六郷2-43-2

オーケージャンボサガン

ビル5階
03-3737-8181 〇 〇

電話予約、web

予約
土　15：00～18：00

医療機関での窓口決済、クレジット

カード

医療法人社団 誠知会 み

らいメディカルクリニッ

ク西六郷

大田区西六郷１－１８－

１１ グランドソレイユ１

階

03-6715ｰ9388 　 〇
電話予約・WEB

予約

月～金9：30～17：30　土曜9：30～12：30

（土曜日午後・日曜日休診）

クレジットカード、医療機関にての

窓口決済

にしろくクリニック
大田区大田区西六郷3-1-

7
0364286855 　 〇 電話予約

医療法人社団月陽会　萩

中診療所
大田区萩中2-9-15 03-3742-2477 〇 電話予約 随時 医療機関の窓口決済

医療法人社団　恵葉会

うつのみや内科クリニッ

ク

大田区北千束1-44-1リ

バーレプラザ大岡山1階
03-5726-9807

診察状況により、予約を受けられない場合が

あります。ご了承ください。
〇 〇 電話予約

月・水・金曜日：９時～12時・15時～17時

火曜日：15時～17時
後日来院の上、窓口決済

医療法人社団SEASONS

東京リウマチクリニック
大田区北千束1-21-15 03-6421-2567 〇

CLINICSアプリ

から予約

電話で依頼　順

次折り返し

10：00～13：00　14：30～17：00
アプリ決済（クレジット）

銀行振込　医療機関での窓口決済

医療法人社団 しぶいこど

もクリニック

大田区上池台2-40-11 プ

ラスポイントB1F
03-3748-0415

 小児（中学生まで）の患者様対応。事前に要

電話予約。電話診療はこちらから折り返しの

電話診療です。

〇 〇 電話予約

月・火・木・金　9:30 ～ 12:00、14:30 ～

16:30

土　9:30 ～ 12:00

(水・日・祝日は休診)

医療機関での窓口決済

くわはら耳鼻咽喉科クリ

ニック

大田区上池台５－３２－

４
03-5754-8733

コロナの診療以外にも通常診療を行ってお

り、ご対応ができない場合もございます。ま

た、申し込みが多数となった場合ご対応でき

ない場合がございます。

〇 〇 電話予約

診療時間内平日　午前は9時から12時　午後

3時から午後7時

土曜　午前9時から13時　順次対応させてい

ただきます

医療機関での窓口決済　後日精算に

ご来院いただく必要があります

夫婦坂クリニック
大田区上池台4-21-7ウエ

ルシア薬局2階
-

https://medical.apokul.jp/web/80/

reservations/add
　 〇 電話予約

仁小児科
大田区東雪谷2-16-1 ホ

ワイトハイム石川台１階
-

唾液からのPCR検査を施行する状況がありま

すので、受診1時間前から飲食や歯磨きを控え

るようにお願いします。

〇

受診時に新型コ

ロナウイルス感

染症と診断され

た方のみが対

象。

月～金9:00～12:00 医療証をお持ちの小児限定です。

医療法人財団 厚仁会 藤

田記念耳鼻咽喉科
大田区田園調布2-34-22 03-3721-2832 電話での診療、相談は再診のみとなります。 〇

直接電話にて対

応。

月、火、木、金の診療時間内。混雑状況に

より時間を指定することがあります。
医療機関での窓口支払い。

ホームケアクリニック田

園調布

大田区田園調布2-42-5

アパートメントカヤ101
03-6715-6812 　 〇 〇 電話対応 土日も可

田園調布ファミリークリ

ニック
大田区田園調布2-62-5 - 〇

初診対面診療時

にご案内
平日18時まで 後日窓口決済

大石ファミリークリニッ

ク
大田区田園調布本町2-4 -

https://ssc8.doctorqube.com/oishi

-family/
〇

電話予約（時間

指定はできませ

ん）

月～水,金　9:00-12:30, 15:00-18:30

木・土　9:00-12:30
医療機関での窓口決済

かげ山小児科 大田区池上7-14-11 03-3752-8182 必ず来院前に電話にてお問い合わせくださ 〇 〇 電話予約 通常診療時間 現金

いけがみ耳鼻咽喉科クリ

ニック

大田区池上３－３０－１

７
03-5700-6733 〇

当院で陽性と診

断した方の健康

観察を電話でお

こなっていま

す。

毎日13：30～15：00ごろに当方から電話し

ています。

健康観察期間中の診療のため、公費

扱いとなります。

井上クリニック
大田区千鳥１－５－３川

上ビル１Ｆ
03-5747-5585 〇 電話予約 診療時間内(終了30分前まで) 医療機関での窓口決済

はせがわクリニック 大田区千鳥2-27-22 -
HP内のクリニックスオンライン診

療から
　 〇 〇

HP内のクリニク

スオンライン診

療予約からのみ

18時30分から19時（月、火、水、金） クレジットカード

谷川医院
大田区南久が原１-8-１

６
03-3751-3198 〇 〇 電話初再診のみ

月～土　AM 9~12時

月火水金　PM 4~5時
後日来院の上支払い

染川医院 大田区久ヶ原5-11-10 03-3751-7254 〇 〇 電話 診療時間に準ずる 後日窓口決済

医療法人社団森川 久が原

ファミリークリニック

大田区久が原5丁目14番

14号ライオンズプラザ久

が原101

-
https://family-clinic-

kugahara.com/
〇 〇 電話予約

月・火・水・金　9時～12時半、15時～17

時半

土　9時～12時半

木、日、祝日　休診

医療機関での窓口決済

くがはらウィメンズクリ

ニック

大田区久が原５－１１－

１１ 安達クリニック

モール２階

- kwc@kugaharacl.com
産婦人科ですので１２歳以上の女性のみの発

熱、検査外来です。
〇 web予約

月～水；PM1時～PM４時

金PM１時～PM2



金曜午後１時～午後２時



木曜、日曜日は休診

クレジットカード

嶺町医院 大田区鵜の木2-22-1 03-3750-3918 　 〇 電話予約 通常の診療時間 医療機関の窓口決済

井出内科クリニック 大田区下丸子3-13-11 03-3757-2484 〇 電話

月～水、金10:30-12:30、16:30-17:30

土　10:30-12:30 窓口決済

いしがき耳鼻咽喉科クリ

ニック
大田区矢口1-19-5-1F 03-3757-3387 　 〇 電話予約

月火木金の12:00～12:30
医療機関機関での窓口決済

都川耳鼻咽喉科
大田区東矢口１－１６－

２１　1F
- ５月中に発熱外来は中止する予定です。 〇 〇

クロンというア

プリから予約を

おこなっていま

す。

月・火・木・金　10：30から12：00  16：

30から17：30

土曜日　10：30から12：30 （水・日・祝日

は休診）

クレジットカードのみ

若草クリニック 大田区多摩川1-26-21 03-3759-6325 〇 〇
月～土　8:30～

11:00に電話
月～土　8:30～11:00

療養期間が終了後外来窓口で精算

医療法人財団栄慈会 岩崎

内科クリニック
大田区多摩川1-23-8 03-3759-3771 〇 電話 診療時間内 窓口決済

医療法人社団萌隆会　五

本木クリニック
目黒区中央町2-18-14-1F 0357217000 https://www.gohongi-clinic.com/

診療代はおおよそ10日～14日後にメールにて

請求、クレジット、もしくは銀行振込でお支

払いいただきます。

〇 電話予約 クレジット、銀行振込

目黒医療生活協同組合 西

小山診療所
目黒区目黒本町6-6-8 03-3715-9141 〇 〇 電話予約

月～土9:00～12:00

木14:00～16:00　金18:00～19:00
医療機関での窓口決済

医療法人社団恵俊会 こん

どう医院

目黒区目黒本町5-27-17-

101
03-5768-7317 〇 電話予約

月火木金9時15分～12時00分、15時15分～

17時45分

土9時15分から12時00分

窓口決済

医療法人高礎会高崎クリ

ニック
目黒区目黒本町6-3-6 03-3712-4527 〇 電話予約 上記診療時間内 医療機関での窓口決済

学芸大学ファミリークリ

ニック

目黒区鷹番3－15－23ア

ヴァンGAKUGEIビル2F
03-5768-3930 火曜は第2、第4のみ検査行っております。 〇 電話予約

月、火、木、金午前9:00-12:30 午後15:45-

19:00

土、日、祝日9:00-13:30
銀行振込

学芸大西口クリニック
目黒区鷹番3-7-

6NEWWEST3階
- https://www.gakugeidai.jp/

webからの予約をお願いします。お返事に数時

間かかることがあります。
〇 〇 web予約

月火水金10-18時　土日曜はなし　木曜は休

診

原則補助により無料　補助対象外の

場合はクレジットカードなど

医療法人社団航洋会　目

黒通りハートクリニック

目黒区鷹番1丁目10番2号

1階
03-6303-3328 電話で受け付けております 〇

オンライン診療

アプリcuronに

て予約・診療

オンライン診療アプリcuronにて日時の予約

が必要（日によって対応可能時間が変わり

ます）

クレジットカード

西小山クリニック
目黒区原町1-11-1コトブ

キビル2階
- https://daikie.github.io/NCPDA/

新型コロナ検査は問診・診察の上、必要と判

断された方にのみ行っております。
〇 〇

ホームページ上

にオンライン診

療の案内あり

月・火・木：9:30,11:30,15:30,17:30

金・土：9:30,11:30
クレジットカード

https://daikie.github.io/NCPDA/
https://daikie.github.io/NCPDA/
mailto:info@mckakinoki.jp
mailto:info@mckakinoki.jp
http://ishimori.clinic/


○事前に電話またはweb上で必ず予約をお願いいたします。

○本リストは各医療機関からの情報に基づき、作成しております。ご不明点については、各医療機関にお問い合わせください。

初診 再診 申込方法 対応可能時間 支払方法

医療機関名 オンライン予約用ページアドレス住所

電話・オンライン診療

電話番号 患者向け備考欄

洗足駅前クリニック
目黒区洗足2-25-19 アソ

ルティ洗足１階
03-3786-1009 〇

電話予約、web

予約
診療時間に準じる

クレジットカード（オンライン診

療）、窓口支払（電話診療）

ウェルビーイングクリ

ニック駒沢公園

目黒区東が丘2-15-1-102

グラフォルム駒沢公園1

階

03-6804-0644

専属事務員は不在です。電話がつながらない

場合は、HPの問合せフォームからお問合せ下

さい。

〇 〇

電話予約、HPの

問合せフォーム

から予約申込み

月火木金9:00~18:00、土9:00～12:30

通常診療時間中に行います。

クレジットカード、銀行振込、

Paypay

医療法人社団メディカル

クリニック柿の木坂
目黒区柿の木坂1-15-15 03-5731-1599 info@mckakinoki.jp

抗原キット配布希望の場合には必ずお電話にて

ご予約ください。

遠隔診療は61歳以上又は40歳以上で基礎疾患

がある方のみとさせて頂きます

〇 〇 WEB予約
月曜日14時～15時　水曜日14時～15時

金曜日14時～15時

銀行振り込み又はクリニックでの窓

口決済

医療法人社団駒桜会 駒沢

ハートクリニック
目黒区八雲5-9-21-102 03-5726-3322 　 〇 電話予約

医療法人社団光晶会 武田

医院
目黒区八雲３－５－３ 03-5726-1122

定期受診している医療機関がある方はそちらへ

受診の相談をしてからご連絡をお願いします。

感染対策のため最少人数でご来院下さい。予

約をお受けできない場合もござます。

〇 〇

電話※全ての方

対応できるとは

限りません

オンライン診療

不可

月火木金

９：００～１２：００

１６：００～１８：００

土

９：００～１２：００

水日祝は休診

クレジットカード

あおい小児科
目黒区八雲1-4-3駒原ビ

ル301
03-5731-1063 〇 〇

オンラインはな

し。電話でご連

絡いただき、

webで順番をと

る

診療時間と同じ 医療機関での窓口決済

都立大石森脳神経外科 目黒区八雲1-5-5 - http://ishimori.clinic/ 〇 〇
電話予約、web

予約

月～水9:00～12:30、14:30～18：30

金9:00～12:30、14:30～18：30

土日9:00～15:00（祭日は休診）

銀行振込、医療機関での窓口決済

都立大よしだクリニック
目黒区中根２－１２－３

ソフィア都立大１Ｆ
03-3724-3391

COVID-19の検査は行っておりません。電話診

療は、陽性者（感染者）に対しての投薬をする

ことができます。（ただし、既に他院で診療

を受けている方は除きます。）

〇 電話予約
月～土11:00～12:00

月・火・水・金15:30～16:00
医療機関窓口での決済

おうちの診療所 目黒

目黒区中根1－6－1

ニューヨークコーナー

4B おうちの診療所

03-5726-3383

GW・お盆・年末年始などは非常勤職員を配置

し、一般の方も広く対応しておりますが、通常

時はかかりつけ患者様のみの対応とさせてい

ただいております。

〇 〇

電話予約の上、

指定された

フォームに情報

入力

適宜相談 銀行振込

医療法人社団時正会自由

が丘いずみクリニック

目黒区自由が丘2-10-20

弥生ビル3階
0357315771 〇

電話にて症状の

報告、相談。
透析の時間に応じる。 窓口（現金のみ）

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 ご予約をお取りの上、ご来院下さい。 〇 〇 電話予約

月･水･木･金9:00～13:00・15:00～19:00、

火9:00～12:00、土9:00～13:00・15:00～

18:00

クレジットカード、銀行振込、医療

機関での窓口決済

医療法人社団杉内医院 自

由が丘杉内医院
目黒区自由が丘2-7-4 03-5726-8241 〇 電話予約 お問い合わせ時にご案内 来院頂き窓口決済

医療法人社団ネオ ポポロ

小児科自由が丘
目黒区自由が丘1-24-14 03-5731-8806 〇 〇 電話予約 クレジットカード

松原医院
目黒区自由が丘３－１０

－８
03-5701-6777 〇 〇 電話予約

受診時刻については当院で決めさせていた

だきます。

クレジットカード、PayPay他オン

ライン決済

自由が丘内科循環器科ク

リニック

目黒区自由が丘1-7-16ア

ンジェー自由が丘ビル3

階

03-3718-7788

風邪症状、発熱症状の方を時間帯の限定なく

受け入れしております。尚、当院は予約優先制

となりますので、事前にお電話もしくはWeb

でご予約頂けると助かります。

〇

当院でCOVID19

陽性と診断した

方の電話再診の

み。

祐天寺リウマチ・内科ク

リニック

目黒区祐天寺2丁目17番

11号　2階
03-3711-5500 発熱外来は電話予約のみ

発熱診療を行います。受診前にお電話にてご

連絡ください。来院時間や来院方法などをご

相談させていただきます。

小学生以上の診療が可能です

〇 電話・web予約

オンライン再診可

月～金9－16：30　土9－12：30　

第1.3水午後、第3.5土曜日、日曜日、祝日は

休診

電話再診→医療機関窓口現金払い、

ｵﾝﾗｲﾝ診療→クレジット

医療法人社団LOCO　ロ

コクリニック中目黒

目黒区東山1-6-5シティ

ハウス中目黒ステーショ

ンコート1階

-
https://loco-clinic.com/medical-

appointment/
〇 〇

web予約、電話

予約

月～金9:00~19:30、土9:00～12:00、日9:00

～13:00

オンライン決済サービス、医療機関

での窓口決済

池尻大橋駅内科・循環器

内科クリニック

目黒区大橋2丁目16-23セ

ントヒルズ池尻４階
-

https://link.digikar-

smart.jp/?link=https%3A%2F%2Fp

atient.digikar-

smart.jp%2Fvisits%2Freserve%3Fin

st

〇

原則Web予約

（電話予約も

可）

月、火、金9:30~18:30、水14:30～18：30、

土9:30～14:00

Webでのデジスマ払い、医療機関で

の窓口決済

池尻大橋耳鼻咽喉科
目黒区大橋2-23-1　西渋

谷ハイウェービル3階
- 〇 〇 03-6804-8533 月～水,金9:30~17:00、木14:30～17:00 医療機関での窓口決済

国家公務員共済組合連合

会 三宿病院

目黒区上目黒５－３３－

１２
03-3711-5771

新型コロナ内服治療薬は院内処方のみで様々

な条件があります。電話ではお答えしかねま

すので、発熱感冒外来受診時に説明を受けて

ください。

〇

発熱外来受診者

の２回目以降の

電話診療可

＊オンライン診

療不可

平日のみ9：00-11：00
銀行振込、後日医療機関での窓口支

払い

メディカルクリニック中

目黒

目黒区上目黒2-15-14　

IRONSIDE

NAKAMEGURO 7階

03-5722-2660 〇 〇 電話予約

月水金9：30～13：00、17：30～19：30

火木土9：30～13：00

（祝日・第3土は休診）　
医療機関での窓口決済、銀行振込

目黒医療生活協同組合 上

目黒診療所

目黒区上目黒4丁目4番21

号
03-3715-2271 〇 〇 電話予約

月・火・木・金・土9:00～12:00

水18:00～19:30
医療機関での窓口決済

祐天寺耳鼻咽喉科クリ

ニック

目黒区祐天寺２－１４－

１　フィオーレ祐天寺２

０２

03-3713-0918

新型コロナの検査をご希望の方、発熱・咽頭

痛などの症状のある方は当院へ直接お電話く

ださい。

〇 電話予約
月、火、金11:00~18:00,水11:00~13:00,木

16:00~18:00,土10:00～12:00
銀行振込、医療機関での窓口決済

パイナクリニック祐天寺

目黒区祐天寺1-23-20祐

天寺駅前メディカルセン

タービル3F

03-6303-2063

原則当日電話予約をした方のみ診察対応致し

ます。予約のない方はお断りする可能性があ

ります。

〇
電話予約、web

予約

月～土9:00～12:00

月火木金15:00～18:00

クレジットカード、医療機関での窓

口決済

医療法人社団 恒和会 仲

村医院
目黒区五本木1-8-9 03-3712-7776 〇 〇 電話予約 診療時間内、電話診察のみ 窓口決済

ひでまる救急クリニック
目黒区目黒1-4-11 NTビ

ルディング1階2階
- https://hidemaru-clinic.com 〇

電話予約、WEB

予約

月～木、日、祝10：00～21：30、土14：00

～21：30（金は休診）
クレジットカード、医療機関での窓

口決済

医療法人社団アルコ会ア

ルコクリニック

目黒区下目黒1-8-1 アル

コタワー12階
03-5434-8181 　 〇

電話で申し込

み。
平日10：00～12：45、15：00～17：45 クリニックの窓口で清算。

すけがわクリニック
目黒区下目黒３－１３－

８
03-3760-8642 〇 〇 電話受付

月～金08:30-0930 15:00-17:00 土08:30-

0930(日、祝日は休診)
クレジットカード

医療法人社団喜明会奈良

橋医院
目黒区中町2-20-7 -

院内処方。完全予約制。一般診療とは異なる

動線の感染対策室にて診察。

オンライン診療　地域限定

〇 web予約

https://sites.google.com/site/drnarahashi

/%E3%82%B3%E3%83%AD%E3%83%8A%

E3%82%AA%E

ちはらメディカルクリ

ニック目黒
目黒区中町2-30-5 3F 03-3712-7070 来院前にお電話ください。 〇 電話予約 月－金　17:45-18:45

医療機関での窓口決済

現在クレジットカードの利用不可

尾山台ファミリークリ

ニック

世田谷区等々力2-18-11

ラポール尾山台２F
- https://oyamadai.clinic

遠隔診療（電話診療、オンライン診療）を実

施しています。ホームページかお電話でご連絡

ください。

〇 〇
電話予約、web

予約
上記診療時間 クレジットカード

古畑病院
世田谷区池尻2-33-10, 古

畑病院
-

https://medical.apokul.jp/web/70/

reservations/add

WEB予約必須：

https://medical.apokul.jp/web/70/reservatio

ns/add

〇 〇
WEB予約が必須

です

クレジットカード　VISA・master

のみ

医療法人社団徹友会岸田

こどもクリニック

世田谷区池尻３－２０－

２

柳盛堂Ⅱビル2階

03-6450-9655

来院前にお電話を頂き、こちらから時間を指

定して来院していただきます。当院では抗原検

査のみ行い、PCRが必要と判断した際には、

医師会PCRセンタへ紹介します。

〇 〇
受付に電話で相

談・予約

月・木　15：00～17：00、土　11：00～

13：00

火・水・金　11：00～12：00，15：00～

17：00

窓口決済（可能であれば）

西條クリニック下馬 世田谷区下馬6-31-19 03-3421-4386 〇 〇 電話予約 診療時間内で要予約
後日窓口決済、クレジットカード、

交通系IC

せたがや下馬クリニック 世田谷区下馬3-33-8 03-6413-8471

https://clinics-

app.com/clinic/615591b4872ad86b

a34cb2b7

院内でPCR検査可能です。１時間で検査結果

が出ます。受診前にお電話を頂き受診時間を

ご相談させて下さい。
〇 〇

HPからCLINICS

を通して予約

電話での診療予

約も可能で

診療時間内
CLINICSにクレジットカード情報を

登録して頂きます。

http://www.chienaika.jp/
http://www.chienaika.jp/


○事前に電話またはweb上で必ず予約をお願いいたします。

○本リストは各医療機関からの情報に基づき、作成しております。ご不明点については、各医療機関にお問い合わせください。

初診 再診 申込方法 対応可能時間 支払方法

医療機関名 オンライン予約用ページアドレス住所

電話・オンライン診療

電話番号 患者向け備考欄

小俣内科クリニック
世田谷区太子堂2-19-3

仙田ビル1F
03-5432-3690 〇

電話予約(かかり

つけ患者のみ)
診療時間内 医療機関での窓口決済

三茶医院め・みみはな
世田谷区太子堂4-23-13-

5階
03-3795-9005 〇 電話で申込 応相談 クレジットカード及び窓口

パークサイド脳神経外科

クリニック

世田谷区太子堂１丁目３

番３９号 B1F
- 〇

初診の遠隔診療

は実施していま

せん。再診は、

当方からご案内

しま

亀井クリニック 世田谷区三宿1-8-19 03-3413-7077

当日のみの電話の予約制になります。検査当

日に結果を対面で説明します。感染予防のた

め一定人数以上の場合はお断りをさせて頂く

ことがあります。ご了承ください。

〇

当院で新型コロ

ナの確定診断を

した場合に電話

診療を行う

月～金10:00~12:00、18：00～19：00

土10:00～12:00（日祝は休診）

医療機関での窓口現金決済

駒沢・風の診療所
世田谷区上馬4-4-1芙蓉

ビル1階
03-5712-0012 〇 電話で受付

月~金　8:30～12:00　14:00~17:30

土　8:30～12:00

後日窓口でお支払い　または　銀行

振込

NES駒沢クリニック 世田谷区上馬4-5-6 3階 03-6450-7730
電話診療は、小児患者及びそのご家族の方が

対象となります。
〇 〇 03-6450-7730 診察受付時間内で対応可

症状軽快後、医療機関での窓口決済

（診察から１ヶ月以内）

医療法人社団なでしこ会

駒沢みみ・はな・のどク

リニック

世田谷区駒沢4-18-19 03-5430-4133 〇 電話予約
月・水10:00~18:30、火・金10:00~20:00

土日9:00～13:00（木は休診）
医療機関での窓口決済

医療法人社団プラタナス

桜新町アーバンクリニッ

ク

世田谷区新町３－２１－

１さくらウェルガーデン

２階

03-3429-1192
発熱外来の予約受付時間は9:00-12:00となって

います。
〇 〇

電話予約のみ

（当日９：００

－）

クレジットカード、コンビニ決済、

医療機関での窓口決済

桜新町こどもクリニック
世田谷区新町3-2-1ラ

フィーネ桜新町１階
03-5450-1515 〇 〇 電話、Web問診 診療時間内 窓口、銀行振込

医療法人社団桜晴会 池上

内科循環器内科クリニッ

ク

世田谷区桜新町1-11-5

HANAKIKUビル１階
03-5426-6550

発熱や風邪症状のあるかたは、まずお電話でご

相談下さい。
〇 〇

まず電話をして

いただく⇒その

あとでオンライ

ンの案内をしま

す。

月～水、金　9：00-11：30　土　9：00-

11：00

上記の時間で、予約状況によって都度変更

の可能性があります。

後日医療機関窓口にて決済

さくらキッズくりにっく

世田谷区桜新町2-10-4ミ

ケアビル２F 03-5451-0016 〇 〇 電話予約

とも内科クリニック
世田谷区桜新町２-１０-

４ ２階
03-5451-7700

他の患者さんとの接触をさけるため、受診前

に、必ずお電話でご予約をお取りください。
〇 〇

電話連絡　03-

5451-7700

検査希望の場合　午前中に問診を行い昼前

後PCR検査など

診察のみの場合、13時～14時頃

クレジットカード

医療法人社団 英寿会 深

沢クリニック
世田谷区弦巻2-39-3 03-3426-8253 〇 〇

電話予約必須

オンラインでの

申し込み受付は

実施していない

世田谷子どもクリニック
世田谷区世田谷3-6-14-

101
03-5799-1582 電話予約・電話診療のみ実施 〇 〇

電話予約のみ

電話診療のみ
火曜～金曜：9：30ー11：00 医療機関窓口での窓口決済

鴻上内科医院 世田谷区梅丘1-11-3 03-3420-5219 〇 〇

電話でのご予約

をお願いしま

す。

月　火　木　金　9:00~12:00  15:00～１

８：３０

水　土　9:00~12:00
医療機関での窓口決済

的場医院 世田谷区梅丘1-21-2 03-3420-3207 〇 電話予約 上記診療時間 医療機関での窓口決済

梅ヶ丘駅前クリニック 世田谷区梅丘1-25-1-2階 - 〇 〇
CLINICSのアプ

リより予約

月　火　水　金曜日

11:00-11:30

17:00-18:00
クレジットカード

佐中医院 世田谷区若林4-17-7 03-3421-9728 〇

電話予約。オン

ライン診療は実

施していない。

神津内科クリニック 世田谷区若林5-4-7 03-5481-4114 〇 電話予約
月～金10:00～11:30、17:00～18:00、土

10:00～11:30(水曜は休診)
銀行振込または後日窓口決済

医療法人社団周駒会 井上

外科内科医院

世田谷区三軒茶屋2-24-

17
03-3424-3360

要予約　：発熱・感冒症状の方は待合室を分

けてます。必ず電話で予約をおとりくださ

い。

症状により抗原検査、PCR検査を行います。

〇 電話予約 受付時間内
家族・代理人による銀行振込、当院

窓口決済(現金のみ）

ちえ内科クリニック
世田谷区三軒茶屋１－３

２－１４園田ビル２階
- http://www.chienaika.jp 予約サイトからアプローチしてください。 〇 〇

オンライン診療

開始
予約サイトで確認してください。 クレジットカード対応

医療法人正心会三軒茶屋

内科クリニック

世田谷区三軒茶屋2-20-

18-1F
03-3421-4522 〇 電話にて対応 診察時間内 医療機関での窓口現金決済

三軒茶屋駅前おなかクリ

ニック

世田谷区三軒茶屋1-37-2

三茶ビル4階
- 〇 〇 クロン クレジットカード

医療法人社団WHM　ク

リニックプラス下北沢

世田谷区北沢2-24-5 シ

モキタフロント2階
-

https://clinicplus.health/shimokita

zawa
〇 〇

当院のHPの問い

合わせフォーム

より申込下さい

診察時間に限ります
オンライン診察はクレジットカード

決済となります

淡島こどもクリニック
世田谷区代沢5-18-1 代

沢カラバッシュ２F
03-3422-9751 〇 〇

当院掛かりつけ

患者のみ電話に

て

診療時間に準ずる 医療機関での窓口決済

かどた内科クリニック 世田谷区代沢5-18-1-2階 03-6413-8333
発熱、咳や息苦しさ、風邪症状等がある方は

事前問い合わせをしてからお越しください。
〇 電話予約

平日9:00～13:00／15:00～18:30、土9:00～

13:00／14:00～17:00（水日祝は休診）
銀行振込、当院窓口での現金払い

しもきたファミリークリ

ニック

世田谷区代田６－３－１

７
-

http:/www.shimokita-family.clinic/
〇 〇

電話予約、WEB

予約

月～土曜日　9：00～12:00、月火木金14:00

～17:00

日曜祝日は休診

クレジットカード、医療機関での窓

口決済

医療法人社団 中島医院 世田谷区大原2-16-7 03-3321-7788 〇 電話予約

月・火・水・金 午前9:00~12:00、午後3：

30~6:00、

土 午前9:00~12:00

医療機関での窓口決済

小原医院
世田谷区大原１－４９－

１４
03-3460-2036 〇 電話予約のみ

木曜日以外の平日午前10時～12時、夕方5時

～6時までに予約済の方に対応
銀行振込、医療機関での窓口決済

医療法人社団篠田会  大

原クリニック
世田谷区大原2-23-19 03-3324-3077 〇 電話予約

月～水、金19：00~21：00

木、土　13:00~18:00
クレジットカード、医療機関の窓口

医療法人社団 杏静会 寺

田医院
世田谷区羽根木2-17-11 03-3322-2685 〇 電話受付 診療時間に準ずる 医療機関での窓口決済

医療法人社団和順会 吉川

小児科

世田谷区松原3-28-8 吉

川医療モール2階
03-5329-4153

診療時間内に発熱の方の診療を行っていま

す。マスクを着用できる方は着用をお願いし

ます。着用出来ない年齢のお子さんは、バ

ギーまたは抱っこでお待ちください。

〇 電話のみ 診療時間内 窓口千三

医療法人社団幸翔会 鳥居

医院
世田谷区赤堤3-2-16 03-5300-7722 来院前に必ず電話予約をお願いします。 〇 電話予約 診療時間内 医療機関での窓口決済

医療法人社団芳史会松原

整形外科内科
世田谷区赤堤4-22-7 03-5376-6200 予めお電話にてご予約下さい。 〇 〇

電話予約後　電

話診療（オンラ

イン診療は実施

していない）

月・火・木16：00-18：00

金・土9：00-10：30
銀行振込、医療機関での窓口決済

和みファミリークリニッ

ク
世田谷区赤堤2-44-10 03-4291-9671 〇 〇 電話予約

月～金9:00～12:00 15:00～18:00 水曜休み

土9:00～12:00 14:00～17:00 医療機関での窓口決済

しもたかいどホームドク

タークリニック

世田谷区赤堤5-30-15
03-6379-3677 〇 〇 電話予約 診療時間内 医療機関での窓口決済

林診療所
世田谷区桜上水4-18-19

森本ビル2階
03-5316-5520

経口治療薬については、手続き上は処方が可

能な状態ですが、本薬が十分な臨床的治療実

績が蓄積されるまでは、基本的には当院では

処方しない方針です。

〇 〇
電話にてご相

談。

外来診療の混雑により変化しますのでその

都度確認のお電話をお願い致します。
医療機関での窓口決済



○事前に電話またはweb上で必ず予約をお願いいたします。

○本リストは各医療機関からの情報に基づき、作成しております。ご不明点については、各医療機関にお問い合わせください。

初診 再診 申込方法 対応可能時間 支払方法

医療機関名 オンライン予約用ページアドレス住所

電話・オンライン診療

電話番号 患者向け備考欄

まつがおか耳鼻咽喉科医

院

世田谷区桜3-2-17　ＤＳ

桜ビル　４階

ＤＳ桜ビル

0334208749

電話連絡、患者様情報受信後、院長が電話を

いたします。ご希望の時間に電話ができない

ことがありますので、ご了承ください。

〇 〇

電話連絡とホー

ムページよりの

患者様情報送信

月、水、木、金　8：30～16：00

火、土　8：30～10：00
医療機関での窓口

さくら小児科・内科クリ

ニック

世田谷区桜1-67-8 A・K

ビル1F
03-6413-2211 sakura-kids.com 〇

電話で予約(かか

りつけのみ)

月、水、木、金　9:00～11:30、14:30～

18:00

土　9:00～11:30

日　13:00～17:30

後日医療機関窓口

医療法人社団慈桜会 渡辺

クリニック

世田谷区桜丘２－５－２

３－１階
03-5426-8624 〇 〇 電話予約 (木)13:00～14:00、(土)14:00～15:00 医療機関での窓口決済

中江クリニック 世田谷区船橋1-31-17 03-5450-7476

受診前に電話連絡をお願いいたします　受診

時間を予約いたします　電話診療も予約制で

す

〇 〇 電話予約

コロナ診療に関して

月曜から水曜9時から12時　金曜１０時から

12時

午後１６時から１７時　土曜１０時から１

２時

木曜は日曜休診

医療機関窓口決済

千歳船橋いずも内科クリ

ニック

世田谷区船橋1-11-1F医

療モール2階
- https://izumo-chitofuna.com/

2週間以内に海外渡航歴のある方の受け入れは

困難です

一人で座位を保てない方は受け入れ困難で

〇 〇
電話連絡かWEB

予約システム

電話予約はクリニック診療時間内（ホーム

ページ参照）

予約システムは24時間対応

クレジット決済アプリを推奨してお

ります

医療法人社団 陽真会 た

かさごクリニック

世田谷区上北沢5-12-19

クインスコート上北沢1F
03-3306-7711

遠隔診療は電話診療を実施（かかりつけの患

者様のみ）
〇 〇

電話診療のみ実

施
診療時間内 医療機関での窓口決済のみ

医療法人社団田中医院 世田谷区北烏山7-26-11 03-3300-2110 〇 〇
電話予約、電話

診療
診療時間内 窓口決済

医療法人社団リバイブ
世田谷区南烏山5-1-15ヒ

エモトビル102
03-5315-7170

発熱患者専用の診療・検査時間については完

全予約制で実施。
〇 電話対応のみ。

月火木金　12:00～12:30　月木　17:00～

17:30

上記時間のみ電話診療対応可能。　

水曜日・日曜日は休診。金曜日・土曜日は

午後休診。

銀行振込、窓口決済

ヨシダ消化器内科クリ

ニック

世田谷区南烏山6-6-2

サンマルシエ1F
03-5314-5552 事前に電話にて問い合わせください。 〇 〇 電話連絡のみ

月、火、木、金は11：00～12：00

火、木、金は14：00～16：00


現金のみ

南烏山クリニック
世田谷区南烏山6-7-19グ

レイスビル1F
03-3309-1818

当院の診療は16歳（高校生）以上の患者様を

対象としています。当日分のみお電話で予約を

お取りしています。留守番電話への折り返しな

どの対応は行っておりません。

〇 電話予約
月・火・木・金　10：00～17：30

土　10：00～13：00
医療機関での窓口決済

芦花公園クリニック 世田谷区粕谷2-8-3 - 〇 〇 LINE診療 10：00～11：00 LINE診療での決済

給田ファミリークリニッ

ク
世田谷区給田3-26-6 03-5315-5511 〇 〇 電話予約

月～金　9：00～11：30　15：00～17：30

土　9：00～11：00
現金のみ

大賀内科クリニック
世田谷区上祖師谷4-17-

10
03-3300-0863

ON LINE診療　予約時間に　呼ばれない時は

お手数ですが

確認のお電話お願いします。→　03-3300-

0863

〇 〇

WEB予約→

CLINICS 大賀内

科クリニックで

検索予約。

月曜日火曜日水曜日金曜日

午後4時～6時まで

30分ごとの枠で受診可能です。

CLINICSに登録時のクレジットカー

ドより決済します。

成城コスモス小児科
世田谷区成城６－８－６

サラブライト成城３Ｆ
03-3789-1177 〇 〇 電話予約 診療時間内 医療機関での窓口決済

医療法人社団　高倉内科

クリニック

世田谷区喜多見9-1-7

喜多見平和堂ビル2F.3F
0354975667 〇 電話対応のみ

月、火、木、金曜　　９時～12時半、1４時

～1８時

土曜　　９時～1３時

(水、日、祝日は休診)

クリニックでの窓口現金決済のみ

喜多見やの耳鼻科
世田谷区喜多見８－１８

－１２
03-6411-0322 〇 〇 電話予約

月~土　９：００~１１：３０

月~金１５：３０~１８：００
各種キャッシュレス決済、現金

世田谷めぐりさわファミ

リークリニック

世田谷区千歳台3-11-

12MYT Doctors' Cube

2F/3F

03-5787-7393

完全に予約制で、表記時間内の対応を行って

おります。時間内であっても枠が埋まった場

合は予約受付を終了致しますのでご希望の場

合はお早めにお電話ください。

〇 電話にて受付 診療時間内
お振込みか自宅療養終了後に窓口に

てお支払いください

横井こどもクリニック 世田谷区砧6‐32‐3 0354948615

発熱診療は当日朝8時半以降に電話での予約、

9時から11時45分（木曜除）・16時から17時

15分（木/土曜除）が受付時間、医療機関での

窓口決済で現金のみ

〇 〇 電話予約 対面診療の受付時間に準ずる 医療機関での窓口決済で現金のみ

そしがや駅前耳鼻咽喉科

クリニック

世田谷区砧6-33-１階そ

しがや駅前耳鼻咽喉科ク

リニック

0337498787 　 〇 〇 電話予約 診察時間内 医療機関での窓口決済

つじこどもクリニック 世田谷区砧6-33-5 2階 - 〇

受診歴のあるか

かりつけのみ対

応。

横井こどもクリニック 世田谷区砧6-32-3 03-5494-8615

中３以下の小児のみが対象、発熱患者さんは

電話でのみ予約可能、センターからの紹介は

初再診は問わないが1日最大5人まで（かかり

つけ含め計10人で終了）

〇 〇 電話予約のみ
対応時間は対面の発熱診療の時間に準ず

る、院内処方のみ
窓口決済のみ

城田クリニック
世田谷区鎌田3-2-24イル

ヴェルデ1F
03-3708-8818 〇 〇 電話予約

丸山内科医院
世田谷区等々力８－６－

３
03-3701-6457 必ず電話連絡をお願いします 〇 〇

電話診療を実施

電話予約のみ
月～土　午前9時から11時

銀行振込　医療機関窓口決で後日支

払い

医療法人社団創福会 ふく

ろうクリニック等々力

世田谷区等々力3-5-2

ヒューリック等々力ビル

3階

03-5758-3270 必ず電話連絡をお願いします。 〇 〇 電話予約
月～木8：45～12:00（金・土・日・祝は休

診）

後日医療機関での窓口決済又は銀行

振込

椿内科クリニック

世田谷区等々力3丁目9‐

1ベルフラット等々力１

階
03-5760-6660 　 〇 電話予約

月～土；9:00～12:00、月・火・木・金；

15:00～18:00
クレジットカード、医療機関での窓

口決済

とどろきキッズクリニッ

ク

世田谷区等々力2－32－

11 primrose MORITA 3

階

- 〇 〇 web予約

オンライン診療対応時間

月、火、水、金　8時45分～12時00分、13

時30分～18時。

木曜8時45分～12時00分。土曜8時45分～13

時00分

クレジットカード

おくさわキッズクリニッ

ク

世田谷区奥沢3ー30ー17

奥沢ハイツ1F
03-6425-4970

電話診療は当院にかかったことのある方とそ

のご家族のみ
〇 〇

電話診療予約の

み

電話受付時間　月～土　9：00～12：00

診療対応時間　月～金　9：00～16：30

土　9：00～14：00

医療機関での窓口決済（当月中）

小松内科クリニック
世田谷区奥沢5-25-

11Cherry Colonnade3F
03-3717-7772

電話での完全予約制です。直接の来院はご遠

慮ください。
〇 電話予約 診察日の診察時間内。 銀行振込

自由が丘ホームクリニッ

ク
世田谷区奥沢7-5-10-302 03-6432-1930 https://jiyugaokahc.com

感染対策の為、必ずご予約をお願い申し上げま

す。
〇 〇

電話予約、web

予約

月～金11:00~12:00

土日祝日は休診
クレジットカード

平井医院 世田谷区尾山台3-28-15 - http://www.hirai-clinic.jp/
診療時間外のメールについては対応いたしか

ねますのでご了承下さい。
〇 〇

事前のメールを

確認の上、当院

から電話して予

約

月~金9:00-18:00 土9:00~12:00 (木は休診) 医療機関での窓口決済

医療法人社団 瀬田診療所 世田谷区上野毛4-24-15 03-3700-4369 〇 〇 電話予約 月～土8:30~12:30 月、水、金16:00~18:00 銀行振込、窓口決済

医療法人社団シンセリ

ティ ニコこどもクリニッ

ク

世田谷区玉川1-15-6-102 03-6431-0205 〇 〇 電話予約
月水木金　9:00～12：00　15:30～16：30

火土はオンライン診療不可、日祝は休診
クレジットカード

プラネット・アーバンク

リニック

世田谷区用賀2-41-17

用賀2丁目ビル3階
-

https://www.plata-

net.com/online/
〇 〇 web予約

月～金10：00～18：00（オンライン診療に

ついては土日祝は休診）
クレジットカードのみ取り扱い

医療法人社団 朋陽会 坂

谷クリニック

世田谷区用賀4-10-3ヒル

ズ2 ・1階
03-5717-2255 〇 〇 電話予約

月～金9:00～18:00、土9:00～12:00

日、祝日は休診、
医療機関での窓口決済

医療法人社団プラタナス

用賀アーバンクリニック

世田谷区用賀2-41-17 1F,

2F
- 〇 〇 web予約 診療時間に準ずる

クレジットカード、銀行振込、医療

機関での窓口決済

http://www.hirai-clinic.jp/
https://www.plata-net.com/online/
https://park.paa.jp/park2/clinics/2295/businesses/03/
https://park.paa.jp/park2/clinics/2295/businesses/03/


○事前に電話またはweb上で必ず予約をお願いいたします。

○本リストは各医療機関からの情報に基づき、作成しております。ご不明点については、各医療機関にお問い合わせください。

初診 再診 申込方法 対応可能時間 支払方法

医療機関名 オンライン予約用ページアドレス住所

電話・オンライン診療

電話番号 患者向け備考欄

医療法人社団メンタルブ

レイン

表参道こころのクリニッ

ク

渋谷区神宮前６丁目１３

－７　グランドオム３階
03-5778-9960 〇 〇

 電話予約、

WEB予約
自院患者のみ　診療時間内 銀行振込

けい子レディースクリ

ニック表参道

渋谷区神宮前5-45-8

ノースアオヤマ2F
0357663367

当院通院中の患者さま、妊婦さまのみに対応

いたします。
〇

電話予約　オン

ライン診療アプ

リクロン使用

火～土　10:00~16:00
クレジットカード

美和メディカルクリニッ

ク
渋谷区神宮前4-2-17-4A - 初診の方のオンラインは施行していません。 〇

必ず初診はクリ

ニックに来院。
クリニックで窓口決済、クレジット

不可

表参道ヨーイークリニッ

ク
渋谷区神宮前5-1-15 03-6820-1540 https://omotesando-yooe-clinic.jp

PCR検査希望者はお電話にて予約をお願いし

ます。
〇 〇

ホームページの

LINEのお友達登

録でPCR検査

キット自宅配送

医療法人社団良徳会 RC

クリニック

渋谷区神宮前3丁目42-2

VORT外苑前Ⅲ地下1階
- https://www.r-cross-jp.com/

診察時間で先生の手が空いている時に折り返

し対応となります。
〇 〇

電話予約、web

予約
月火木金12-17　水13-17

クレジットカード、銀行振込、医療

機関での窓口決済

医療法人社団健栄会　渋

谷駅東口ひろばクリニッ

ク

渋谷区渋谷1-24-15FPG

links SHIBUYA9階
- 〇 〇

クロンを利用し

て予約
水16：00～17：30 クロンへのクレジットカード決済

医療法人社団創友会ヒラ

ハタクリニック

渋谷区渋谷１－２４－６

マトリクスツービル９階
-

https://reserva.be/hirahatacovidte

st
〇 〇 Web申し込み

月・火・水・金・土 09:00～13:00（申込み

受付）

木曜日は再診のみ

オンライン診療対応時間：09:00～最長翌

3:00まで

※申込順でお電話致します

クレジットカード

なみきばしクリニック 渋谷区東1-26-32 -
https://web.booking.clius.jp/reserv

e/namikibashi-clinic

事前にWEB予約または電話予約をしてくださ

い。電話診療は再診のみ行っております。祝

日は対応できる時間が通常診療日とは異なり

ます。電話でご確認ください。

〇 電話予約

月・火・木・金：10:00～14:00・15:00～

18:00

土：10:00～13:00・14:00～16:00

クレジットカード

広尾ガーデンヒルズクリ

ニック
渋谷区広尾4-1-12 G棟 - https://www.gardenhills-clinic.com

来院の際には当院のホームページからご予約

をお取り下さい。ご予約がなくても診療可能

ではありますが、長時間お待ち頂く事もあり

〇 電話･web予約 診療時間内 銀行振込･窓口決済のみ

おさめスキンクリニック
渋谷区恵比寿西2-17-8

I・T・Ｏ代官山202号室
03-3464-2005

かかりつけでない方は、相談あセンターご紹

介を原則とします。お電話で会話がしにくい

位の症状の方は、専門性の高い医療機関にお

かかりください。

〇 〇 電話予約 火、水、金14～17時、木13～15時他応相談 原則、銀行振込

サン・キタノクリニック
渋谷区恵比寿西１丁目１

４－８
03-3461-3317 〇 〇 電話予約

月・火・木・金　10時00分～12時00分、15

時00分～18時00分（水・日は休診）

土　10時00分～12時00分

銀行振り込み、医療機関での窓口決

済

クリニック桜丘
渋谷区桜丘町14-6 黒松

ビル1階
- 〇 〇 Web予約

木曜　１６：３０～２０：００

土曜　８：００　～１３：００
クレジットカード

大平医院 渋谷区桜丘町23-17 1F 03-3462-1575

当院ではオンライン診療(クロンアプリ利用)し

ております。 〇 〇

①curonアプリ

②かかりつけの

患者さんは電話

再診も可能

①curonに関してはクロン上にも記載、夜間

診療もあり

② 電話再診はクリニック診療時間に準ずる

①クレジットカード決済

②医療機関で窓口決済、or銀行振込

ゆみのハートクリニック

渋谷

渋谷区桜丘町25-18NT渋

谷ビル2F
03-5784-2268

月～土、21時まで発熱外来を行っています。

お電話にてご予約ください。
〇 〇

電話予約、アプ

リよりWeb予約

月・木・金　10:00～13:00, 15:00～18:00

火　15:00～18:30

水　10:00～13:30

土　10:00～13:00

クレジットカード決済

恵比寿こどもクリニック 渋谷区恵比寿4-9-13-301 -

当院の最寄りの方は近隣の薬局より配送をお

願いできます。遠方の方はご自宅の近くの薬

局に配送が可能かを確認してから遠隔診療のご

連絡をいただけると助かります。

〇 〇 web予約

月・火・水・木　10:00~13:00

月・木　15:00~17:00

土　11:00~12:30

クレジットカード

医療法人社団浩邦会 代官

山内科外科クリニック
渋谷区猿楽町21-3 0364550460 　 〇 〇 電話診療のみ 月火木金土　9:00～13:00　15:00～18:00 窓口現金

うえき内科こどもクリ

ニック

渋谷区猿楽町24-7 代官

山プラザ3階
03-3461-5518

院内感染防止の為、完全予約制にしておりま

す。来院前に必ず電話予約をして、指定された

時間に来院して下さい。連絡なく直接来院して

も、診察はできません。

〇 〇 電話予約
電話予約の際、こちらから時間を指定（診

察時間内）

オンライン診療はクレジット決済

電話診療は後日窓口で決済

医療法人社団 ナイズ

キャップスクリニック代

官山T-SITE

渋谷区猿楽町１７番５号

代官山蔦屋書店１号館３

階

- https://caps-clinic.jp/yoyaku/ 〇 〇

https://caps-

clinic.jp/yoyaku

/

月～日(祝日)

12:30

16:30

クレジットカード、銀行振込

代官山パークサイドクリ

ニック

渋谷区代官山町16-1カス

ティヨ代官山2F
03-5456-6282

発熱外来は予約制です。

お電話でお問い合わせ下さい。

無料検査所で陽性の方も、直接ご来院せずに

一度お電話下さい。

〇 〇
電話予約・Web

予約

月・火・木・金　10：30～13：30　/

16：30～18：30

日　10：30～13：30

電話診療：銀行振り込み

オンライン診療：クレジットカード

KARADA内科クリニック

渋谷

渋谷区神南1-23-13 丸大

ビル6階
-

https://karada-

naika.com/reservation/
〇

当院で検査を

し、陽性であっ

た患者さんに対

応。お電話にて

予約。

診療時間内
公費負担以外が発生した場合、後日

窓口にてお支払い。

医療法人財団 放友クリ

ニック

渋谷区宇田川町7-13 第

二共同ビル7階
03-3464-5078 来院前に必ず電話連絡してください。 〇 電話予約 当院診療時間 銀行振込

MYメディカルクリニッ

ク渋谷

渋谷区宇田川町20-

17NMF渋谷公園通りビ

ル5階

- 　 〇 〇 web予約

月～金9:00~12:30、13:30~16:30、

18:00~20:00

土日9:00~12:30、13:30~16:30（祝日は休

診）

医療機関での窓口支払（クレジット

カード、現金）

医療法人社団仁愛会仁愛

内科

渋谷区宇田川町3-7

ヒューリック渋谷公園通

りビルB1階

03-6906-8553
必ず電話で予約の上来院してください。小児・

妊婦については対応できません。
〇

再診者電話予約

のみ
月~金11:00~13：00，15：30~18：00 銀行振込または医療機関で窓口精算

ウェルネストクリニック
渋谷区道玄２－３－２大

外ビル3階
０３－６７３２－６００１

ご来院の際は事前にお電話にてお問合せくだ

さいませ。
〇 〇

電話予約、ＷＥ

Ｂ予約

月～土曜11：00～13：30、16：00～18:30

日曜11：00～13：30
クレジットカード

クリニックフォア渋谷
渋谷区道玄坂１－３－３

楠本ビル2F
-

https://reservation.clinicfor.life/c/s

hibuya
〇 〇 WEB予約

月～金　10:30～20:00

土日祝　9:00～18:00
クレジットカード、電子マネー

中島医院 渋谷区松濤1-8-16 - 〇 〇
中島医院のホー

ムページを参照
オンライン診療アプリのクロンを参照 クレジットカード

医療法人社団ソルジェン

テ U CLINIC SHINJUKU

渋谷区千駄ヶ谷5-27-5

リンクスクエア新宿 303
-

オンライン診療アプリ【curon】よりご予約く

ださい。

https://curon.co/

〇 〇

オンライン診療

アプリ予約 火～土11：00～19：00 クレジットカード

医療法人社団ＤＥＮ　み

いクリニック代々木

渋谷区千駄ヶ谷5-21-14

バリューHRビル2階
-

https://medical.apokul.jp/web/139

/reservations/add

只今電話が大変混み合っており、繋がらない

可能性がございますので、その際はメールでの

お問い合わせをご検討ください。（info@mih-

clinic.com）

〇 〇

LINEドクターに

て予約可能。心

療内科は事前に

お電話下さい。

平日：月～金

予約可能時間は、LINEドクターの予約ペー

ジをご確認ください。

クレジットカード、LINEPay

医療法人社団鶴亀会 新宿

つるかめクリニック

渋谷区代々木2-11-15 新

宿東京海上日動ビル3階
03-3299-0077

オンライン診療はアプリへの登録と電話予約

が必要です。予約をお受けできる条件もある

ため必ずホームページで内容をご確認くださ

〇 〇 電話予約 月～土　8:30～18:00　（日・祝休診） クレジットカード決済のみ

医療法人社団ピクシス ノ

リ・メディカルクリニッ

ク笹塚南

渋谷区笹塚1-30-3 ビ

ラージュ笹塚Ⅲ ６F
03-5452-0241 〇 電話予約

月、水、金　9：00-14：00、15：00-18：

00

火，木、土日祝　9：00-14：00

銀行振込及び医療機関での窓口決済

南新宿クリニック 耳鼻

科・小児科

渋谷区代々木2-11-12 南

新宿セントラルビル6F
-

https://park.paa.jp/park2/clinics/2

295/businesses/03/
〇

Web予約（小児

科オンライン）

平日（月・火・木・金）の10:00-12:00の一

部の枠で

オンライン診療のシステムを通して

クレジットカード決済

医療法人社団ペルル

マーガレットこどもクリ

ニック

渋谷区代々木4-37-15 お

やこ基地シブヤ3階
-

無症状濃厚接触者・大人の方の診察はお断り

しています。
〇 〇 web予約のみ

月～金　10：30～13：00、15：00～16：

15
クレジットカード決済

浜内科クリニック
渋谷区西原３-２-４ 丸幸

ビル２階
- 〇

クロン　とうい

アプリをDLし

て、予約、オン

ライン診察

診療時間の合間。連絡取って、決定
クロンというアプリ内で、クレジッ

ト決算

https://app.curon.co/add-clinic/clinics/AJp4n_1kzquC3Jz57MMJD2I12IYNqgbpmE0yL-YggW0/
https://mn-reservation.jp/ehealthclinic/shinjuku/menu/?category=JJQpo8NMgbNSfNqx8Dx58jx7F
https://kodomo-heart.com/nishishinjuku/page/reservation
https://kodomo-heart.com/nishishinjuku/page/reservation


○事前に電話またはweb上で必ず予約をお願いいたします。

○本リストは各医療機関からの情報に基づき、作成しております。ご不明点については、各医療機関にお問い合わせください。

初診 再診 申込方法 対応可能時間 支払方法

医療機関名 オンライン予約用ページアドレス住所

電話・オンライン診療

電話番号 患者向け備考欄

医療法人社団樹仁会 森医

院

渋谷区本町2-6-9森ビル

1F
-

https://clinics-

app.com/clinic/5b0b6658d4da6000

c87c9dbd

〇 〇 web予約
月～水・金　11:00~12:00　17：00~18:00

土　11：00～12：00（休日・祝日は休診）
クレジットカード・窓口決済

ニキ・ハートクリニック
渋谷区本町4-16-9, コヅ

カビル1階
-

オンライン診療アプリクリニクスを

ダウンロードの上、ニキ・ハートク

リニックでアクセスしてください

オンライン診療アプリで予約を行っておりま

す。現在ワクチン接種及び外来患者様の予約

状況により、オンライン診療時間が異なりま

す。予約可能時間はアプリ上でご確認下さい

〇 〇

オンライン診療

アプリクリニク

スダウンロード

の上予約して下

さい

外来患者様の予約状況により異なります。
クレジットカード(オンライン診療

を登録した方のみ可能です）

かずえキッズクリニック 渋谷区幡ヶ谷3ー81ー7 03-3376-1662 〇
電話またはLine

で予約

予約は診療時間内に電話またはLineで。

診察時刻は都度相談の上決定。
医療証を使用

ささづか駅前おはな診療

所

渋谷区笹塚1-56-10笹塚

総栄ビル2F
03-5302-7087 〇 〇

電話にてお問合

せ
診療時間内

銀行振込か代理人による窓口でのお

支払い

一般社団法人　誠創会

あさがおクリニック
渋谷区笹塚3-17-4、にし

のビル201
050-1807-0820 https://clinic-asagao.jp/

ホームページに記載の専用のアプリから予約を

とってください。電話問い合わせはクリニッ

ク番号ではなく専用電話番号からお願いしま

〇 〇
専用アプリから

の予約
月曜日～日曜日　8:00～18:00 クレジットカード


