
○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

医療法人社団医精会マイ

シティクリニック

新宿区新宿3-25-10　當

山ビル６階
- https://www.mycity-clinic.com

6月以降は内容が変更になりますのでお問い合

わせください。
〇 〇

web予約（ホー

ムページ上から

LINEドクター予

約）

平日１５：３０～１６：３０ LINEpay

あけぼの診療所
新宿区片町1－1住友不動

産市ヶ谷曙橋ビル3階
0364577237

訪問診療を行なっている診療所になります。

外来は予約制ですのでご連絡の上、ご来院く

ださい。遠隔診療は日程調整を行なってから

の診察になりますのでご了承ください。

〇 〇

電話03-6457-

7237へ遠隔診療

の旨をお伝えく

ださい。

月～土9:00～18:00 銀行振込

医療法人社団 慶洋会 ケ

イアイクリニック
新宿区四谷1-20-23 03-5269-2111

高血圧症や慢性胃炎など、毎日の検査が不要

な疾患は遠隔診療（電話診察、オンライン診

療）も行っています。

〇 〇 電話予約
月～水　14：00～17：00

金　　　14：00～17：00
現金

四谷・血管クリニック
新宿区四谷1‐8‐14 四

谷1丁目ビル2階
03-6380-6252

電話にて受診予約をお願いします。電話診療

は外来混雑時は対応できないことがありま

す。小児10歳以上。年末年始特別時間に手診

療します。

〇 〇
電話予約にて実

施

月～水、金　10:00～12:00　13:00～15:00

 銀行振り込み、窓口決済

よつや駅前クリニック

内科と皮膚科・形成外科

新宿区四谷1-6-1　1階

101
-

https://qr.digikar-

smart.jp/e98f3893-70b4-4756-

811e-9b370d33ca3e/reserve

当院は時間的隔離を行なっております。発熱

している方の受診に際しましてはお電話もしく

はWEBで発熱外来の予約のご連絡をお願いい

たします。

〇 〇
電話予約、web

予約

月・水・金：10:00~13:30、15:00~19:00

火・木：10:00~13:30、15:00~17:30

土：10:00~14:00

銀行振込、医療機関での窓口決済

医療法人社団四谷森田 も

りた眼科小児科

新宿区四谷1-6-1-205B

コモレ四谷 （届出名称

は四谷タワーコモレ

Mall）

-

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

clinic/clinics/AJp4n_1kzquC3Jz57

MMJD2I12IYNqgbpmE0yL-YggW0/

〇 〇

当院HPからweb

予約。または、

アプリcuronか

ら予約

月曜から日曜まで
アプリcuronでクレジットカード決

済

四谷内科・内視鏡クリ

ニック

新宿区四谷2-6-4フォー

キャスト四谷6階
-

https://yotuya-

clinic.reserve.ne.jp/sp/index.php?

当院では発熱患者様と他の患者様との接触を

避けるため、時間を分けて診療を行っていま

す。発熱の診療をご希望の方は必ずお電話で相

談の上ご来院ください。

〇 〇
電話予約、Web

予約
火～金　9:30～18:00、土9:00～12:00

クレジットカード、医療機関での窓

口決済

御苑アンジェリカクリ

ニック

新宿区内藤町1-5KI御苑

内藤町ビル1階
03-6380-5565 　 〇 〇

お電話にてお問

い合わせ下さい

月曜日11:00-16:00

火曜日?水曜日　11:30-12:30,15:30-17:00
オンライン診療アプリにて決済

新宿ホームクリニック
新宿区内藤町1 ガーデン

クロス新宿御苑1階
-

遠隔診療は再診のみとなります。発熱外来は

基本的に対面診療となります。
〇 〇

メール予約、

LINE予約（アド

レス、IDは当院

HP記載）

月～金10:00～19:00　土日祝日休診
クレジットカード

（VISA,MastarCard)来院支払い

医療法人社団川添記念会

四谷川添産婦人科
新宿区左門町18番地 03-3351-2315

当院かかりつけ妊婦さんのみ対応致します。

症状が出たら、診療時間外でもご連絡くださ

い。

陽性となった場合は、電話で当院の助産師・

看護師が健康観察を行います。

〇

当院かかりつけ

の妊婦である旨

をお伝えくださ

い。

月・火・木・金 9:00-11:30、14:00-16:30

土 9:00-11:30 

水・日・祝日 休診。

※当院かかりつけ妊婦のみ。

後日窓口でお支払い頂きます。

医療法人社団博由会 四谷

内科

新宿区左門町20番地四谷

ﾒﾃﾞｨｶﾙﾋﾞﾙ2階
03-5368-0675 来院前に必ずお電話にて予約をお願いします。 〇 電話予約 月～金　9時30分～18時

医療機関での窓口決済

近い将来、クレジットカード予定

医療法人社団　左門ふた

ば会

ふたばクリニック

新宿区左門町20　四谷メ

ディカルビル2階
- 〇

特に決めていな

い
診療時間内であれば対応可能 医療機関での窓口決済

医療法人社団順正会ヒロ

オカクリニック

新宿区新宿2丁目5番12号

3階
0332251666

当院では、発熱者の方、コロナ感染が疑われ

る方は専用の個室をご用意して診察をさせてい

ただいております。必ず事前にお電話でのご

予約をお願いいたします。

〇 〇 web予約 月火木金11:00~12:00、15:00～16:00 クレジットカード

医療法人社団 鉄医会 ナ

ビタスクリニック新宿

新宿区新宿4-1-6 ニュウ

マン新宿7F
-

https://ssc6.doctorqube.com/navit

as-shinjuku/

祝日は10:00-16:30にて診療しています。土曜

日の診療ご希望の方はお電話にてお問合せく

ださい。

〇 〇

アプリ(ポケット

ドクター）から

の予約

診療時間内
クレジットカード決済のみ

K clinic 新宿区新宿5-6-2-402 03-3226-4024 〇 〇
電話予約　web

予約

火曜　木曜　日曜　１０：００～１８：０

０
クレジットカード

新宿東口クリニック
新宿区新宿3-17-5　T＆

TⅢビル６階
03-5366-3389 〇

再診のみ電話対

応

月～金　１０時～１４時　１５時３０分～

１９時３０分

土　１０時～１４時

医療機関での窓口決算

eHealthclinic 新宿院
新宿区新宿2丁目6-4　新

宿通東洋ビル3F
-

https://mn-

reservation.jp/ehealthclinic/shinju

ku/menu/?category=JJQpo8NMgb

NSfNqx8Dx58jx7F

〇 〇 web予約
月～金9:00~21:00　土日祝12:00~20:00

（最終受付は30分前）
クレジットカード

新宿レディースAGAクリ

ニック

新宿区新宿三丁目28番2

号ルナ―ジュビル地下1

階

0120-126-950 　 〇 〇 電話予約 月～日曜日10:00~12:00、12:30～19:00 窓口決済、銀行振込

医療法人社団顕彬会　伊

藤外科内科医院
新宿区西新宿5-8-10 03-3372-6456 〇 電話

月・水・金10：00～16：30

火10：00～12：00
医療機関での窓口支払(現金のみ)

医療法人社団千達会 たつ

きクリニック

新宿区西新宿7－16－14

ミクラ西新宿ビル2階
03-5348-7074 〇 電話予約 診療日の午後0時から午後1時 銀行振り込み

医療法人社団尚高会 西新

宿きさらぎクリニック

新宿区西新宿6-6-2 新宿

国際ビルディング1階
-

https://fdoc.jp/clinic/detail/index/

id/19531/
〇 web予約

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
03-05937-3361

かかりつけ患者様のみ対応しています。必ず事

前にお電話ください。また、それ以外の方

は、ＷＥＢ（アプリ：Clinics)にて対応してい

ます。

〇 〇

WEB予約

（https://ishii-

cl.net)

Clincs関しては対応時間をログイン上で確認

してください。
クレジットカード

医療法人社団柏裕会　西

新宿今野クリニック
新宿区西新宿7-21-7 -

https://www.489map.com/helios/

A2277908/reserve
〇 〇 LINEドクター

月、火、木、金

9時～13時　15時～18時

水、土

９時～13時

（第２、４土曜日は休診）

クレジットカード

医療法人社団Heartbeat

新宿グリーンタワー内科

クリニック

新宿区西新宿６－１４－

１新宿グリーンタワービ

ル２Ｆ

-

https://www.e-s-

assist.com/patient-

front/M00276290/patient/reservati

on

〇

当院で陽性と診

断された方が療

養期間中に電話

再診することは

可能

診察時間の通り 療養期間中のため公費。

西新宿こどもハート・ア

レルギークリニック

新宿区西新宿6-26-12

ITOビル1階
-

https://kodomo-

heart.com/nishishinjuku/page/res

ervation

予約用URL　https://clinic.smiley-

reserve.jp/nishishinjuku
〇 web予約

月～金　9:30-12:00　14:30-17:30、土曜

9:30-12:00

お子さんが受診の場合、お支払いは

ございません。

慶應義塾大学病院 新宿区信濃町35 03-3353-1211 検査目的の受診は受け付けておりません。 〇

電話による申込

（当院かかりつ

け患者のみ）

月～金 9:00～12:00 13:00～17:00
医療機関での窓口決済（次回来院

時）

目白ブライトクリニック

新宿区下落合3-21-3M

コート目白1階 03-3565-5788

予約制になります。必ずお電話で予約をしてく

ださい。産業医等で診察をお受け出来ない場

合がありますので予めご了承ください。

〇 〇
LINEドクターに

て申込

平日10：00～11：30　15：00～17：30

土曜日9：00～12：00

（休診日：水・日・祝日・第四土曜日）

LINEペイ・クレジットカード

目白よしみクリニック
新宿区下落合3-12-23豊

ビル1F
03-5988-7667

必ず電話でご予約下さい。診療可能な人数に

限りがあるためお受けできない事がありま

す。

〇 〇 電話予約

月・火・水・金　12:00～12:30、17:30～

18:00

土　11:45～12:45
医療機関での窓口決済

落合パークサイドクリ

ニック

新宿区上落合1-1-4 鈴木

ビル4F
03-5338-4976

受診を希望される方は必ず電話で予約し時間

の指定を受けてからご来院ください。受入れ

可能な人数を超えた場合は受付できません。
〇

当院で診断した

方の電話再診の

み可能。申し込

み不要。

（月）～（土）当院診療時間内。 後日、窓口で支払い。

糖真会　上落合真クリ

ニック

新宿区上落合1-5-4幸楽

亭ビル1Ｆ
03-3363-5820 〇 電話予約

伊藤メディカルクリニッ

ク
新宿区上落合2-25-3-101 03-3361-6318

風邪症状、コロナ感染疑い、抗原検査陽性の

方は発熱外来の時間帯に診療しています。電話

にてご予約お願いします。
〇 電話連絡 月曜から金曜まで 窓口決済

東京ジェネラルクリニッ

ク
新宿区中井2丁目20－14 - 当院?より公式LINE登録 　 〇 〇

電話または当院

ＨＰから公式

LINEアカウント

を登録し診察予

約

24時間 現金払いまたは銀行振込

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://waseda-jibika.jp/
https://junnavi.com/tomihisa-cl/jindex.html
https://junnavi.com/tomihisa-cl/jindex.html
https://medicalpass.jp/hospitals/oaktower
https://medicalpass.jp/hospitals/oaktower
https://medicalpass.jp/hospitals/oaktower
https://medicalpass.jp/hospitals/oaktower
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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

早稲田たけのこクリニッ

ク

新宿区早稲田鶴巻町518

第一石川ビル3階
03-3232-8155 小児が対象です。 〇 電話予約 診療時間内 窓口決済

医療法人社団豊和会　村

橋医院
新宿区早稲田町73 03-3203-3538

原則、COVID-19抗原定性検査陽性者など

COVID-19の診断を受けた方の電話診療になり

ます。
〇 〇 電話予約

月～金13時～14時　19時～20時　土日　13

時～18時
医療機関での窓口決済のみ

わせだ耳鼻咽喉科
新宿区馬場下町62-18 早

稲田武蔵野ビル2F
- https://waseda-jibika.jp 〇 〇

https://waseda

-jibika.jpより予

約

予約画面で確認できます クレジットカード

医療法人社団曙光会 コン

フォガーデンクリニック
新宿区河田町３－２ 03-3357-0086 〇 〇

クリニックあて

に電話。クリ

ニックから予約

時間を折り返し

て対応

月～木　9：00～12：45　14：30～18：45

金　9：00～12：45　14：30～17：30

医療法人社団愛智会 抜弁

天クリニック

新宿区余丁町8-7抜弁天

ビル1階
03-5919-1522

現在、通常診療と対面の診療を伴う発熱外来

のみで検査キットの配布はしておりません。

また、遠隔診療は再診の方のみ電話によって

行い、初診の方は受け付けておりません。

〇

発熱などの初診

を受けた方の再

診のみ電話で予

約

月～水・金09：30～17：30

土9：30～12：30

木・日・祝日は休診

医療機関での窓口決済

しらかば診療所
新宿区住吉町8-28 B・

STEPビル2階
03-5919-3127 来院前には必ずお電話でご予約ください。 〇 電話予約

水～金　13:00～16:30、18:00～21:00

土日　10:00～12:00、13:40～17:00

※月火は休診

現金、クレジットカード、各種電子

マネー

医療法人社団千秋双葉会

新宿曙橋耳鼻咽喉科・ア

レルギー科

新宿区住吉町5-5　寿光

ビル２F
- 〇 web予約 診療時間内 オンライン診療サイト内決済

新宿トミヒサクロスクリ

ニック

新宿区富久町17-2 富久

クロス1F
03-3353-2111

https://junnavi.com/tomihisa-

cl/jindex.html

遠隔診療の診察時間はその日の予約状況によ

り異なります。詳細はお電話にてお問合せく

ださい。

〇 〇

電話予約、オン

ライン診療専用

web予約

月火木金土日　（診療時間はその日の予約

状況による）水曜日、祝日定休日

ｸﾚｼﾞｯﾄｶｰﾄﾞ、銀行振込、医療機関で

の窓口決済

富久こどもハート・アレ

ルギークリニック

新宿区富久町17-2　富久

クロス内
-

https://kodomo-

heart.com/tomi/page/reservation

予約用URL　http://clinic.smiley-

reserve.jp/kodomo-heart
〇 Web予約 クリニック迄お問い合わせください。

お子さんが受診された場合、お支払

いはございません。

医療法人社団桐医会なか

やまクリニック

新宿区山吹町335安井ビ

ル２階
0332688311 〇

当院で初診を受

けられた方の

み、お電話にて

お受けします。

平日９時～18時

土　9時～１２時


後日窓口決済

江戸川橋鈴木クリニック
新宿区山吹町348

DSDblg.4F
03-5229-7717

http://www.Edogawabashi-

clinic.com
　 〇 Web 電話 Webは休診なし。 カード可能

春日メディカルクリニッ

ク

新宿区山吹町334セブン

ファイブビル1階
03-5206-5515 〇 〇 電話のみ

月～金　9：00～12：00、15：00～17：30

まで

土9：00～13：30まで　日9：00～11：30ま

で

paypay及び窓口決済

もりのぶ小児科 新宿区西五軒町８－１０ - https://www.nobu-kids.jp/

かかりつけの患者様と発熱相談センターかの

診療と検査に対応しています。小児患者の診療

を優先しております。

〇
web予約か、電

話で案内

月から土曜　10:00-11:０0、月から木曜

15:30-17:０0
クレジットカード

花クリニック
新宿区赤城元町２－４有

恒ビル101
- 漢方薬を中心に処方しております。 〇 〇 03-3269-8990 9:00-13:00 銀行振込

医療法人社団喜生会新小

川町クリニック

新宿区新小川町6-40 入

交ビル3階
03-3235-5265 お電話にてご連絡ください。 〇 〇 電話予約

１０：００～１２：３０，１５：３０～１

８：００
銀行振込、医療機関での窓口支払い

飯田橋医院 新宿区揚場町2-13 03-3235-5151 〇 〇 電話予約のみ
月・火・水・金　9:00～10:00

月・水・金　14:30～15:30
医療機関での窓口決済

市ヶ谷ひもろぎクリニッ

ク

新宿区市谷田町2-31-3

市ヶ谷ASUKARAビル
03-5946-8586

受診希望の際は電話でのご予約となります。

連絡先：03-5946-8586
〇 電話予約

月～土9:30～17:00

日、祝日は休診
銀行振込

かおり内科クリニック

新宿区西新宿3-7-1　新

宿パークタワービル地下

１階

0353216677

発熱外来受付は当日10：00～12：30まで電話

にて完全予約制になります。臨時の休診は随

時HPに記載します。11月４日(金)5（土）は休

診です。

〇 〇 電話予約

月・火・木・金10：00~12：30　15：

00~17：00

水・土10：00~13：00

銀行振込、医療機関での窓口決済

新宿オークタワークリ

ニック

新宿区西新宿6-8-1住友

不動産新宿オークタワー

2階

-
https://medicalpass.jp/hospitals/o

aktower
　 〇 〇

電話での予約を

お願いします。

月～金　9:00-13:00、14:30-18:30

土　9:00-13:00、14:30-17:00
クレジットカード決済

医療法人社団 西北診療所 新宿区西早稲田3-12-4 03-3203-5660 〇 電話予約

磯貝クリニック 新宿区西早稲田2-4-8 03-3232-1776 〇 〇 電話予約 月~金診察時間内 クレジットカード

医療法人社団橘会市村耳

鼻咽喉科
新宿区西早稲田2-11-10 03-3203-3735 〇

当院でコロナ検

査をして陽性の

患者さんのみ電

話再診します。

月、水、木、金9:30～12:30、15:00～

17:30、火9:30～11:30、土9:30～12:00受

付。

お会計は現金のみになっています。

医療法人社団あさひ会 西

早稲田クリニック

新宿区西早稲田2－21－

16 圓生楼高田馬場ビル

２Ｆ

03-3232-8462 〇 電話再診のみ可 月、火、金　13～15時 窓口決済

医療法人社団医進会小田

クリニック

新宿区大久保1-11-3 大

東ビル2F
- 〇 〇

web予約。

ホームページの

オンライン診療

はこちらから

月～木12：30～13：00
クレジットカード

医療法人社団慶幸会　東

新宿クリニック

新宿区大久保1-11-3　大

東ビル3階
03-6233-8581 〇 〇 電話予約

月土9:30～12:00、火14:00～17:00、水金

9:30～12:00、14:00～17:00 銀行振込、医療機関での窓口決済

新大久保にじいろおやこ

クリニック
新宿区大久保2－33－34 -

https://shinokubonijiirooyakoclinic.

mdja.jp/

9月9日（金）～16日（金）夏季休業のためお

休みいただきます　

17日（土）は通常診療いたします

〇

Web予約または

電話予約必要で

す

診療時間内随時対応 クレジットカードで決済

ユキクリニック耳鼻咽喉

科

新宿区百人町3-7-8 原ビ

ル3階
03-5989-1187 〇 〇 電話予約 診療時間内 銀行振込、医療機関で窓口決済

新大久保クリニック
新宿区百人町2-20-21 1

階
03-3371-7033 診療前に電話にて問診を行います。 〇

かかりつけ患

者、再診患者の

み電話にて受付

ます。

月火木金８：００～12：30

土　８：３０から13：30　水日祝日休診
医療機関の窓口　現金のみ

竹田クリニック 新宿区北新宿3-1-21 03-3371-4114 〇 〇
電話予約　保険

証をFax

月火木金9：00－13：00　15：00－19：00

水9：00－13：00　第135土9：00－13：00

15：00－17：00

後日、クリニックの窓口での支払

い。

小滝橋そら内科クリニッ

ク

新宿区北新宿4丁目8番16

号

北新宿君嶋ビル5階A室

- https://otakibashi-sora.clinic/ 〇 〇
電話予約、Web

予約

月、火、木、金 13:00-16:30

火、金　20:00-24:00

クレジットカード決済（事前登録に

よる）

助川クリニック 新宿区高田馬場1-5-10 03-3209-3333 来院前に必ずTELしてください。 〇 電話連絡
月～金9：00-12：30、15：00-18：30

土曜日はお受けしていません
医療機関での窓口決済

竹下医院 新宿区高田馬場2-14-22 -

土曜日曜午後以外は診療しています

4月29、30日、5月6、7日は9：00～13：00の

診療時間です

〇 〇
LINEドクター、

web予約

月水金土日9：00-12：00

火木14：00-18：00
クレジット、Line pay

井上内科診療所
中野区中野５-５２-１５

ブロードウエイ４階７号
03-3387-6948 〇 電話予約

月、金　14:30-18:00

火、木、土　9:30-12:30
銀行振込

医療法人社団千秋双葉会

耳鼻咽喉科セントラル

パーク中野

中野区中野4-10-1中野セ

ントラルパークイースト

1F

03-5318-4187 　 〇 〇

電話・ＷＥＢ(ク

ロン)当院のＨＰ

よりクロンオン

ライン診療へ登

月・火・木・金　9：30～12：30

ＷＥＢ診療：クロンよりカード支払

い

電話診療：窓口現金決済

医療法人社団友翔会矢野

クリニック

中野区中野3-28-21

キャッスル中野1階
03-5341-3131 〇 〇 電話予約

月火水金１１：００～１２：００、１７：

００～１８：００



土１１：００～１２：００

クレジットカード、銀行振込

中谷内科クリニック 中野区東中野4-7-8-1F 03-3366-1481 来院前に必ずお電話で予約してください。 〇 電話予約 月～土→8:30～12:00（日・祝は休診） 医療機関での窓口現金決済

メディカルコート池田耳

鼻咽喉科

中野区東中野2-27-7メ

ディカルコートI 202
-

https://med-ikeda-

ent.com/info/online.html
〇 〇 web入力

月水金14:00~18:00、火土9:00~12:00(木、

日祝祭日は休診）
クレジットカード

医療法人社団 功恵会 武

藤耳鼻いんこう科医院

中野区東中野1-35-21 １

階
03-3361-4023 〇 電話予約 診療時間内 医療機関での窓口決済

https://med-ikeda-ent.com/info/online.html
https://www.yoyakuru.net/rs/nakanoshinbashi/web/
https://www.yoyakuru.net/rs/nakanoshinbashi/web/


○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

医療法人社団佐介会 田中

クリニック

中野区東中野3-17-18 1

階
-

オンラインでの遠隔診療は、陽性が確定してい

る方のみに対応です。(オンラインでは検査が

できないため。)

〇 〇

web予約 (アプ

リcuronを使用

した予約のみ)

月～金 18:30-19:00 クレジットカードのみ

東中野セント・アンジェ

ラクリニック

中野区東中野5-17-10

華実園1階
-

https://clinics.medley.life/reservati

on/60af459d14910a4ddb8fc6d9
〇 web予約 月～金　15:00～18:00 クレジットカード

医療法人 虹耀会 中野坂

上米沢医院
中野区中央2-4-3 03-3365-2727

診療時間内にお電話にて順番予約を行ってく

ださい。順番になりましたら折り返します。

予約時に住所・氏名・生年月日・保険証を

メールにて送っていただく場合があります。

〇 〇
電話で順番待ち

予約

月～金　9時～13時　14時30分～18時

土　　　9時～13時

銀行振込、クレジット、電子マ

ネー、現金

医療法人社団みやび　み

やびハート＆ケアクリ

ニック

中野区中央3‐35-4 ナビ

ウス新中野1階 EAST
03-5385-3880 〇 〇 電話予約

平日14:00～17:00 クレジットカード、銀行振込、医療

機関での窓口決済

はまだ耳鼻咽喉科
中野区弥生町2-21-11協

和ビル5番館201
03-5304-7556 〇 〇 電話予約

月、火、木、金8：30～11：30、14：45～

17：30
医療機関での窓口で現金のみ

中野新橋内科クリニック

中野区弥生町2丁目20-18

アーバンビューシバタ１

階

-
https://www.yoyakuru.net/rs/naka

noshinbashi/web/

オンライン診療は事前に抗原検査、または

PCR検査で陽性となり、医療機関で診断されて

いない方が対象です。

〇 〇

Webから予約時

に電話連絡が必

要

月、火、木、金　18:00
curonによる診療（事前クレジット

カード登録）

医療法人社団健朗会三五

医院
中野区南台2-6-8 -

https://clinics.medley.life/reservati

on/5f48c5f4553e586082b89556

予約サイトURL　https://clinics-

app.com/clinic/5f48c5f4553e586082b89556
〇 〇

Web予約：

CLINICSアプリ

及び当院ホーム

ページ

月～土：9時～12時、火～金：17時半～19

時
クレジットカード

右近クリニック 中野区南台３－３３－５ 03-3381-3191

遠隔診療は当院にカルテ登録のある方のみ行

います。あらかじめ電話でお申し込みくださ

い。当院または薬局からの薬の配送はできま

〇 電話予約 午後3時から5時の間
オンラインでのクレジットカードで

の支払いができます。

医療法人社団あんず会い

しい内科クリニック

中野区沼袋3-28-9

 0353457667 　 〇 〇 電話予約 診療時間内 窓口決済

医療法人社団あんず会い

しい内科クリニック

中野区沼袋3-28-9
03-5345-7667 〇 電話予約

電話予約時にその日の対応時間を説明いた

します。

医療機関での窓口決済、銀行振り込

み

クリニックヨコヤマ 中野区新井1-8-8 03-3389-2400 〇 電話予約

医療法人社団 寺内医院 中野区新井5-31-1 03-3386-2267

　あらかじめお電話を頂き、来院時はクリ

ニック入り口インターホンでお知らせくださ

い。隔離室へご案内いたします。

〇 電話での対応 診療時間に準じる 医療機関での窓口決済

おうちの診療所　中野
中野区新井1-24-4 井上

ビル1階
03-5942-7062

GWやお盆、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

（新規患者様の

み）電話予約の

上、情報を指定

したフォームへ

入力

随時相談 後日銀行振込

橋本医院

中野区野方3-15-3







03-3389-0355 電話でお問い合わせください。 〇 〇 電話診療のみ 申請の通り 医療機関での窓口決済のみ

医療法人社団明笙会たけ

うち内科
中野区野方6-8-7 03-5356-5777 〇 電話予約

月・火・水・金・土　09：30～11：30、

15：30～17：30

（木・日は休診）

窓口決済

野方駅内科
中野区野方5-3-1野方

WIZ101
03-5356-8153 〇 〇 電話予約

月火水金9:00～17：30

木土9:00～13:00 （木土午後と日曜祝日は休

診）

クレジットカード

千川通りクリニック 中野区上鷺宮3-16-1 03-5987-0114
当クリニックで新型コロナ感染症と診断され

た患者様の再診を電話診療で行います。
〇 電話予約 月～水12:45~14:00 土13:00~13:30 医療機関での窓口決済

のぐち内科クリニック 中野区上鷺宮4-17-14 03-3926-0007 〇 〇
クリニックへ直

接電話
診療時間内 クレジットカードなど

たかのクリニック 中野区上鷺宮4-6-38 03-3990-2222 〇 〇

電話予約

枠の制限があり

ます。

月土9時～11時

火水金9時～11時、15時～17時
医療機関での窓口決済

医療法人社団　翔鷺会

熊谷医院
中野区鷺宮3-32-5 - https://medikuma.com

必ず予約が必要です。保険証を必ずお持ちくだ

さい。不織布のマスクを着用ください。外の

インターホンを押し中に入らずにお待ちくだ

さい。スタッフが案内します。

〇 〇

診療時間内に電

話で申し込んで

ください。

対応可能時間は不定。診療時間内に電話で

ご確認下さい。

クレジットカードと保険証の登録が

必要です。

高梨医院 中野区大和町4-10-21 03-3337-6987 〇 電話 月、木9：30～12：00、土9：30～12：00 後日窓口支払い

医療法人社団 和久慈会

鳥海ペインクリニック
中野区野方6-3-2 03-3338-1414

電話診療について。初診はコロナ感染者のみ

です。当院でコロナ陽性と診断された方のみ

コロナの治療薬の投薬希望の電話再診受付け

します。

〇 〇 電話のみ 診療受付時間内
当院窓口での支払いのみ（現金の

み）です

高円寺こどもクリニック
杉並区高円寺北2-2-4ト

ラビ高円寺１F西
- 〇 〇 ウェブ予約 診療時間内は基本的に対応可

会計の発生する成人患者様は受付し

ておりません。

佐藤内科クリニック
杉並区阿佐谷北２-１３-

２
-

当院ホームページのオンライン診療の案内か

ら、URLをクリックして予約してください。
〇 〇

ホームページか

らWebで予約す

る

Web上のカレンダーで空いている時間帯を

予約する。
クレジットカード

高円寺あさがおクリニッ

ク

杉並区高円寺北2－3－3

－4階
- https://www.brain-asagao-cl.com/

2023年のGWは、4月29日（祝土）、5月2日

（火）、5月4日（祝木）、5月6日（土）　診

療予定です。

〇

初診時に、希望

者のみ専用QR

コードお渡し。

火～土曜10:00~13：30、15：00-17：30

（日月は休診）

CLINICSカルテにクレジットカード

登録

医療法人社団WHM　ク

リニックプラス高円寺

杉並区高円寺北3-22-18

たちばなビル4階
- https://clinicplus.health/koenji

祝日は土日と同じ診療時間となります。予約

外ですとお待ちいただく場合があるため、HP

からLINEで予約をお願いします。

〇 LINEより予約 月～金9:00~20:00、土日祝9:00～17:30 クロンを用いた会計処理

篠宮クリニック
杉並区高円寺南2-45-17

コーヨービル1F
03-5307-3277

概ね午前は12:00~午後は18:00からの予約制。

お電話での予約。直接の来院不可。土曜日は

午後および日曜祝日は休診です。1/25(水）臨

時休診です。

〇 電話予約
電話予約時に時間調整します。概ね午前12

時前後～。午後６時前後～。
現金のみ

医療法人社団こじま内科 杉並区高円寺南5-40-17 03-3316-3987 〇 〇 電話：

月、水、金：９時～11時　15時～17時

火、木：9時～11時

土曜午後：14時～16時

後日会計：窓口　もしくは振込で

村島医院
杉並区高円寺南２‐２４

‐２２
03-3311-6366 電話で予約の上、来院してください。 〇 電話予約 月～木13:00～14:00 医療機関での窓口決済

セキこどもクリニック
杉並区阿佐谷南2-1-27 03-3318-1625 〇 電話予約 診療時間内 医療機関での窓口決済

いたるクリニック
杉並区阿佐谷南2-14-8

わ-3　3F
03-6304-9917 当院かかりつけの患者のみ対応可 〇 〇 電話予約 月火木金12：00～14：00 銀行振込

継医院 杉並区梅里２丁目４－８ 03-3311-3067
受診前に電話連絡をお願いします。PCR検査

結果判明に数日を要する場合があります。
〇 〇 電話予約 診療時間内

銀行振込あるいは医療機関での窓口

決済

渡辺医院 杉並区堀之内3-10-16 03-3311-7893

予約は通常診療受付時間内のみ（月～土曜8:０

０～11:30まで・月～金曜15:00~17:30ま

で）・オンライン診療は設備が無い為電話診

療の再診のみとなります。

〇

電話にて診療予

約を通常診療時

間内に要します

電話診療再診の

み

通常診療受付時間内のみ（月～土曜9：００

～11:30まで・月～金曜15:00~17:30まで）
現金のみ

東京西部保健生活協同組

合 せいきょう診療所
杉並区松ノ木3-23-8 03-3313-7365

配布されたキットで陽性となった方は、東京

都陽性者登録センターへ連絡をお願いしま

す。

〇

現在、電話診療

のみ対応。予約

は電話で申し込

み

当日の体制による 後日窓口にて支払いをお願いします

石井こども・内科循環器

科クリニック
杉並区松ノ木1-6-21 03-3314-5677 〇 〇 電話予約 診療時間内のみ 医療機関での窓口決済

医療法人社団彬俊会　松

の木３丁目クリニック
杉並区松ノ木3-26-3　1F 03-5929-7385

予約制で通常診療も実施中でありますので、

スムーズに対応出来かねる場合がございますの

で、ご承知おきください。

〇 電話予約
月・火・木・金12:30～15:30

土12:30～13:00
医療機関での窓口支払い

医療法人社団明笙会たけ

うち内科
杉並区成田東3-12-13 03-3313-8428 〇 電話予約

月・火・水・金　　09：00～11：30、15：

00～17：30

土　09：00～11：30

木・日・祝は休診

窓口決済

mailto:hesaka@hesaka-clinic.com


○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

なかがわ内科クリニック
杉並区井草1-2-5　ワイ

ズスクエア101
03-5311-5577 〇 電話予約 月、火、水、金　11：00～12：00 医療機関での窓口決済

医療法人社団　近藤医院
杉並区下井草　2－36－

24
03－3397－6868 　 〇 〇

電話予約対応の

み　web等のオ

ンラインはして

おりません

月～土　9:00～12:00

月、火、水、金15:00～18:30
医療機関での窓口決済

天沼きたがわ内科
杉並区下井草1-32-5北誠

ビル1階
-

オンライン診療でPCR等の検査予約はできま

せん。
〇 〇

当院ホームペー

ジから予約
ホームページ参照 クレジットカード

上井草内科・循環器クリ

ニック

杉並区上井草３－３１－

２３
03-5303-6722

遠隔診療（電話診療、オンライン診療）につ

いては再診患者のみの対応です。
〇 電話予約 予約時に相談 原則窓口決済

上井草在宅支援診療所
杉並区上井草3-33-11

- https://onl.la/rg5g1Sk

小児(小学生以上)は対応可能です。オンライン

診療も行っております。まずは電話にてお問合

せください。

〇 〇 電話予約

月、火、木、金、（9：00～13：00）

土（９：00～14：00）

水曜日は休診

医療機関での窓口決済

メール決済（クレジットカード）

にれの木クリニック
杉並区天沼2-3-18カシタ

スデ荻窪107
03-5335-5868 　 〇 電話予約 月・火・木13:30～15:00 医療機関での窓口決済

桃井こどもクリニック
杉並区桃井2-1-3 吉田ビ

ル1階
03-5311-8688 〇 〇

Web予約の上、

発熱の方はお電

話下さい。

月・火・木・金: 9:00～12:00、15:00～

17:30

土: 9:00～12:00

医療機関での窓口決済

東京西部保健生活協同組

合 上井草診療所
杉並区今川3-30-10 03-3395-2400 〇 〇 電話予約のみ

大沼田メディカルクリ

ニック
杉並区西荻北3-45-9 03-5310-7010 〇 電話予約

月・火・水・金　9時～12時　15時30分～

18時30分

木・土　9時～12時

医療機関での窓口決済

河合内科クリニック 杉並区上荻 3-1-11 03-3399-8563 〇 〇
電話予約 月～水、金　9:00~19:00、木、土9:00～

12:00
医療機関での窓口決済

医療法人社団 たむら医院 杉並区南荻窪3-14-16 -
https://genpaku.biz/tamura/sindex

.php

来院前に当院ホームページをご覧ください。

https://tamuraiin.jp/
〇

https://tamuraii

n.jp/online

月～金9:00～11:30、15:00～16:00、土9:00

～11:00 クレジットカード

ファインクリニック西荻

南

杉並区西荻南1-1-1

Nishiogiminami Medical

Mall１01

-
https://clinics.medley.life/reservati

on/60b4c221c43fe3307a8f106b

9月の日曜の診療は、９/４.９/2５の午前のみ

診察を行っています。水曜、祝日は休診日で

す。コロナPCR検査は、結果のご連絡まで２

－３日かかります。

〇 〇

クリニクスアプ

リ（オンライン

診療アプリ）で

予約

クレジットカード

方南町さくらクリニック
杉並区方南2-20-5鈴力第

2ビル1階
03-3315-1315 〇 電話予約 発熱外来の時間帯のみ 銀行振込、　後日来院

医療法人社団永健会 内山

クリニック

杉並区和泉3－6－2 プラ

ムビル1階
03-5355-3535 〇 〇 電話予約

医療法人勝榮会 いりたに

内科クリニック
杉並区和泉4-51-6 03-5305-5788 小児は3歳以上対応可。 〇 電話予約のみ

月～金9:00～13:00　14:30～18:00

土　9:00～13:30

永福町駅前みんなのクリ

ニック
杉並区和泉3丁目4－7 03-3324-1000 〇 電話予約

月～金　9：00～19：00

土　9：00～12：30

クレジットカード、銀行振込、医療

機関での窓口決済

耳鼻咽喉科・小児耳鼻咽

喉科 宮崎クリニック

杉並区和泉３－４－７

永福町駅前クリニック

モール２F

03-3322-1110 〇 〇 電話予約のみ
診療時間内は対応可能。水、日、祝日は休

診。
銀行振込

すずかわ循環器内科 杉並区和泉3-46-6 - 〇 〇 Web予約クロン 診療時間内 クレジットカード

医療法人社団　敬誠会

保元クリニック

杉並区浜田山２－２０－

２０
03-5357-3630 〇 〇 電話予約

月～水、金　９：３０～１１：３０、１

５：００～１７：００

土　９：３０～１１：３０

医療機関での窓口決済

ルークズスマイル　山中

医院

杉並区浜田山3－33セン

トルークス浜田山
+81333189181 　 〇 〇 電話予約

月～土9.00～12.00　月、火15.00～18.00

 窓口決済

あおき内科クリニック
杉並区高井戸東3-26-12

高井戸医療ビル2F
03-3332-2525 〇 〇 電話予約のみ

月・火・金：10:00～12:00、15:00～18:00

水：9:30～12:00、15:00～18:00

土：９:30～12:00

医療機関での窓口決済

人見クリニック 杉並区高井戸東3-16-25 03-5370-2166 〇 〇 電話での受付 診療時間内 医療機関での窓口決済

医療法人社団大賀会木暮

クリニック

杉並区下高井戸１-４１-

６上北沢森ビル１０２
03-3329-3003 〇

電話予約（当院

受診歴があり自

己検査でコロナ

抗原陽性者に対

応）

月、火、水、金、土ー9:00～ 11:30

月、火、水、金ーー16:00～18:00

近隣のみのため、後日医療機関での

窓口決済。

ささき医院 杉並区宮前1-14-10 -

屋外簡易テント診療。医師1人体制のため屋外

にてお待ちいただく場合あり。対象：中学生

以上69歳まで・完全予約制(発熱専用ダイヤル

あり)

〇 〇 アプリ内予約 アプリ内とおり アプリにて登録

あきやま内科クリニック
杉並区久我山3-20-15

A&T HOF １F
03-5336-3301 〇 〇

電話予約、ウェ

ブ予約（クロ

ン）

月～土12：00～13：00、月水金17：00～

18：00
クレジットカード

医療法人社団英和美月会

高田クリニック

豊島区西巣鴨3-25-11-

207
03-3576-7275 〇 電話予約

月曜日～土曜日　9:00～12:00 水曜日、祝日

休診
医療機関での窓口決済

医療法人社団 江戸橋診療

所
豊島区巣鴨4-4-8 03-3918-1768 〇 電話で対応 通常の診療時間内 医療機関での窓口決済

司生堂クリニック 豊島区巣鴨3-33-3 2Ｆ 03-3910-8181

現在、院内ではPCR,抗原検査などは行ってい

ないため、事前に検査を行った上でのお電話

が望ましいです。

〇

電話で状態の説

明をいただいた

上、診療（電話

診療）の予約

を。

可能な限り、午前の診療時間内に電話をお

願いします。

後日クリニックでお支払いをお願い

します。

医療法人社団快晴会　す

がも北口内科クリニック

豊島区巣鴨2‐3‐10森川

第1ビル5階
03-5980-9225 電話で必ずご予約下さい。 〇 電話予約

受付時間内で対応。

医学的に初診の患者さんは対面診療のみに

なります。

駒込駅前脳神経内科
豊島区駒込1-28-12

駒込ビレジ
03-5810-1568 〇 電話予約

月・火・木・金12：30～13：30、水10：00

～12：00

（土日祝は休診）

銀行振込

医療法人社団 至仁望信会

高橋クリニック
豊島区駒込2-12-11 03-5907-7311 〇 電話予約

月、火、木、金　11:30～14:00

土  11:30~14:00

水、日　休診





伊藤内科小児科医院 豊島区北大塚2-17-12 03-3918-4074 事前の電話でのご予約をお願いいたします 〇
事前に電話にて

の対応

月~木　9時より9時30分　15時より15時30

分
医療機関での窓口決済

医療法人社団法山会 山下

診療所 大塚

豊島区北大塚2-13-1

ba07 5F
- http://hozankai.com/ 〇 〇 電話予約

月火水木金 9:30～12:45　15:00～18:45

土 9:30～12:45　14:00～17:45
クレジットカード

晴和ハートクリニック
豊島区北大塚2-2-5 晴和

ビル3F
- 　 〇

ソクヤクのアプ

リからのみ

月ー金　16:00-16：30（木曜無し）土曜

9:00-9:30

月・金　11:00ー11:30

クレジットカード、コンビニ後払い

医療法人社団湖歩会おお

つか内科クリニック

豊島区南大塚２－１０－

１南大塚2丁目ビル２F
03-6902-3200 〇 〇 電話予約 月～金9:00～12:00 医療機関での窓口決済

はせがわ内科クリニック
豊島区南大塚2-13-12

ラ・コリーナ南大塚101
+81312345678

診察希望の方は、必ずあらかじめお電話での予

約をお願いいたします。
〇 電話予約で。 現金支払い。銀行振り込みも可。

医療法人社団さかもと会

くにやクリニック

豊島区南大塚２丁目３７

番１１号 ハイムセクオイ

ア１０１

 03-5319-0873
当院の発熱外来で陽性が確認された方の再診

のみ、遠隔診療を行います。
〇 電話予約

月、火、木、金８：３０～１２：００、１

４：３０～１７：３０

クレジットカード、銀行振込、医療

機関での窓口決済

新大塚こどもクリニック
豊島区南大塚２－１５－

７
03-3944-0808 電話のみの対応です 〇 〇 電話予約

月、火、木、金　9：00-11：30　15：00-

17：00 医療機関での窓口決済

北池袋 よしだ内科クリ

ニック

豊島区上池袋４－２９－

９北池テラス4階
03-3916-8010 　 〇 電話予約

月・火・木・金　9：00-12：00、15：00-

18：00

水・土　9：00-12：00
医療機関での窓口決済

https://www.489map.com/helios/A7966020/reserve
https://www.team-medical.or.jp/location/ikebukuro/
https://www.team-medical.or.jp/location/ikebukuro/


○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

池袋東口まめクリニック
豊島区東池袋１－１２ー

10 ヤンズビル7階
-

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

line_reservations

PCR検査の方の結果は、午前受検の方は、最

短で当日夕方以降に通知。午後～夜間受検の

方は、最短で翌日午前帯に通知。

〇 〇 web予約
月～金16:00～21:30　土13：００～17:30　

日祝10:00～12:30　13:30～17:30
電子決済、銀行振込

東池袋小児科醫院
豊島区東池袋4-5-1ライ

ズシティ池袋B102A
-

https://medicalpass.jp/hospitals/h

igashiikebukuro

当院小児科のため、成人の受診は患児と一緒

に受診されるご両親・ご家族のみとさせてい

ただいています。

〇 〇 電話予約 診療時間　終了30分前まで 医療機関での窓口決済

林胃腸科外科クリニック
豊島区東池袋3-1-1　サ

ンシャイン６０　7階
03-3988-5700 　 〇 電話予約 一般診察との兼ね合いをみて対応 銀行振込、窓口決済

医療法人社団 快生会 山

口クリニック

豊島区東池袋3-1-1 サン

シャイン60 7階
- 〇 〇

SOKUYAKUア

プリから予約
アプリ内の予約枠参照（日・祝日は休診） クレジット、コンビニ後払い

立教通り皮フ科形成外科
豊島区西池袋３丁目２９

－９
03-5954-3051

https://6.mfmb.jp/mobile/index.ph

p?PHPSESSID=93vaovcc63o211c5

vjkpp7ajj6&clinic_number=900552

発熱またはその可能性が高いときは直接来院

せず、必ずご予約をお取りのうえご来院下さ

い。

〇 〇
web予約　また

は　電話予約
月～金16:00~19:00（水は休診） クレジットカード

池袋大久保医院 豊島区西池袋1-43-5 - 〇
かかりつけ患者

限定

医療法人社団 晴博会 あ

んこうメディカルクリ

ニック

豊島区西池袋1-17-10 エ

キニア池袋７Ｆ
09035914322 〇 電話予約

月火水金曜　9：30～18：00
銀行振り込み

医療法人社団親豊会　池

袋なないろクリニック

豊島区西池袋1丁目16番

10号　新東第一ビル6階
03-6914-0753

https://www.489map.com/helios/

A7966020/reserve

祝日の診療時間は、土日と同じです。基本的

に、鼻咽頭ぬぐい液採取でのPCR検査を行っ

ております。ご予約不要ですので、診療時間

内にご来院くださいませ。

〇 〇

当院のLINEに

「電話診療希

望」とメッセー

ジを送ってくだ

さい

月～金　10:00～14：00/16:00～22：00

土日祝　10:00～14：00/16:00～19：00
銀行振込、医療機関での窓口決済

池袋なごみクリニック 豊島区南池袋2-27-4-7F 03-6709-1392 https://ikenago.net
受診前に電話またはホームページの予約サイト

から予約をお願いします。
〇 〇

オンライン診療

アプリCLINICS

月～土9:00～12:00 18:00～21:00

日　9:00～12:00、13:00～17:00
クレジットカード

大木医院
豊島区南池袋2-19-4 大

木ビル
03-5391-7886

月曜日、火曜日、木曜日、金曜日

診療時間はホームページ確認して、電話予約を

お願いいたします。

〇 電話予約

月曜日、火曜日、木曜日、金曜日13時～15

時

その他の時間については要連絡、相談。

窓口決済のみ

池袋久野クリニック

豊島区南池袋２丁目２６

番５号 都民興業池袋ビル

９階

03-5949-6119
当院にかかりつけの透析患者様に対応しており

ます。来院前に必ずお電話ください。
〇 電話予約 診療時間内 後日クリニック窓口で現金決済

東池袋きむら内科クリ

ニック

豊島区南池袋2-45-3　と

しまエコミューゼタウン

２階

- https://kimura-naikacl.jp/ 〇 〇 web予約
診療日のオンライン診療web予約枠内の

み。
クレジットカード決済のみ。

医療法人社団天太会 チー

ム メディカル クリニッ

ク 池袋

豊島区南池袋1-28-1 西

武南口1階
-

https://www.team-

medical.or.jp/location/ikebukuro/

１）発熱外来（オンライン診療）

平日：10:00～12:30

※医師の判断によっては、来院いただき検査

を実施いたします。

※検査結果は、翌日午前までに報告。

〇 〇
web予約 平日：10:00～12:30

※土日祝は休診
クレジットカード

クリニックフォア池袋
豊島区南池袋1-27-10 油

木第一ビル2F・3F
-

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

kebukuro
　 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

めじろ内科クリニック 豊島区目白3-5-11-3F 03-3953-5831 〇

かかりつけ及び

再診のみ直接電

話で

クリニック診療時間内 後日来院にて

医療法人社団たなか耳鼻

咽喉科
豊島区目白5-4-7-1F 03-3951-0201 　 〇 〇 電話対応 診療時間内 医療機関での窓口決済

医療法人社団ゆみの　ゆ

みのハートクリニック

豊島区高田3-14-29 KDX

高田馬場ビル1階
03-5956-8025 　 〇 〇 電話予約 診療時間に準ずる クレジットカード決済

町のクリニック目白
豊島区高田１-１９-２１

１階
-

https://clinics-

app.com/clinic/5bd2e14df6193222

3cd782b7

〇 〇
web予約で前日

までの予約
月～土9：00～11：30 クレジットカードのみ

医療法人社団豊迪会 大同

病院
豊島区高田三丁目22-8 03-3981-3213 〇

初診は対面診

療、再診は電話

にて

月曜から金曜　9:00～18:00、土曜日　9:00

～11:30
窓口決済

アビースホームケアクリ

ニック千川小竹向原

豊島区千川1-7-3

BeltaMB号
03-3958-0230 在宅かかりつけ患者のみ対応 〇 〇 電話・FAX 別途指示します 現金・銀行振込

医療法人社団　康昇会

千川胃腸内科外科クリ

ニック



豊島区要町3-39-5アジリ

ア千川駅前2階
03-5986-1020

一般診察の状況により、お待ちいただく場合

がございます。電話診療はお待ちいただく場合

がございます。

〇 電話予約 月～金18:00-18:30(水は休診) 医療機関での窓口決済(後日)

寺田クリニック

豊島区長崎2-27-19　寺

田ビル1階 03-3957-4567
御来院診察の場合は必ず電話にてご予約くだ

さい。
〇

電話
診療時間内 銀行振込

東長崎駅前内科クリニッ

ク

豊島区長崎4-7-11マス

ターズ東長崎1階
- 〇 〇 WEB予約

月水木金　16時～18時

設定の枠の範囲内
クレジットカード

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

完全予約制のため、診療時間内に電話にて予

約が必須となります。
〇 〇 電話予約のみ

月～金9:00～12:00、15:00～18:00 土曜日

9:00～12:00

日、祝休診

銀行振込又は後日当院窓口にて支払

い

柳沢医院 豊島区南長崎6-21-21 03-3951-5107 〇 〇
電話、ウェブ予

約

月、火、金19：00～20：00

土17：00～18：00
クレジットカード

もちづき耳鼻咽喉科
豊島区目白３－１４－２

１
03-5988-7551

目白駅近くの`もちづき耳鼻咽喉科`では新型

コロナウイルス感染症5類移行に伴い、診察、

検査、治療を行っております。受診の際はお

電話でご予約をお願いします。

〇 電話予約 月～土曜日9:00～11:00 医療機関での窓口決済（現金のみ）

東十条さかい糖尿病・内

科クリニック

北区東十条4-5-16 HJフ

レール101
03-3914-2000

発熱外来希望の方はお電話での予約をお願い

致します
〇 LINE 12:00-12:30 クレジットカード

医療法人社団共和堂医院 北区東十条2-5-1 03-3911-0665

電話予約+時間指定：発熱者相互の感染予防の

目的で完全空間時間分離（個室隔離ﾌﾞｰｽ）。

小児は１０歳以上から対応可能。駐車スペ－

ス１台。東十条駅南口徒歩3分

〇

再診のみ：専用

携帯電話または

ｼｮ-ﾄﾒｲﾙに申し込

み

後日に医療機関窓口決済

東十条さかい糖尿病・内

科クリニック

北区東十条4丁目5-16 HJ

フレール101
03-3914-2000 〇 電話予約 診療時間内 後日来院。

いさ内科クリニック
北区王子1-25-10アルカ

ディア津多屋１F
03-3927-1105 〇 〇

電話予約、web

予約

月、火、金15:30?16:30 クレジットカード、医療機関で窓口

決済

ごとう内科
北区王子5-1-40サミット

ストア王子桜田通り店2F
03-3914-2510 〇

電話申し込み

（当院で診断さ

れた方のみ対

応）

診療時間に準ずる

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3階
03-5959-7705

院長病欠のため、2022.7.28(木）～8.06は、発

熱外来は緊急停止とさせて頂きましたが、8.07

（日）から再開します。

〇

まずお電話を。

Curonで。手元

に陽性証明でき

るもの御用意。

月～木　13～17時　土曜　14～17時（ただ

し厳しい人数制限とトリアージあり）
クレジットカードのみ

たかの内科クリニック 北区王子1丁目10-17-5階 03-3912-8544

感染症状のある方は、まずオンライン診療に

よる遠隔診療を行い、必要であれば来院して検

査を行なっています。まずは電話にてご相談く

ださい。

〇 〇 電話予約
受付時間　平日9:00~12：30、14：30-

18:00、土日9:00～12:30
クレジットカード

医療法人社団慈広会 王子

神谷齋藤クリニック
北区豊島8-24-4 03-3911-5433 〇 〇

電話予約：

0339115433

Web予約：当院

ホームページ

月～水、金：9：30～12：00　13：30～

16：00

土：9：30～12：30

クレジットカード、銀行振込　医療

機関での決済

やぎゅう医院 北区堀船3-18-3 03-3911-2373

電話予約後に来院してください。状況によりお

待たせしたり、対応困難の場合もあります。

ご容赦ください。







〇 〇 電話予約

月火水金曜日　9時～12時　1４時30分～16

時

土曜日　9時～12時

医療機関での窓口決済

しかだこどもクリニック 北区堀船３－３８－３ 03-3911-5228 〇
電話にて小児の

再診のみ
診療時間内、診療終了30分前まで 窓口のみ

https://paa.jp/clinic/4065/
https://paa.jp/clinic/4065/
https://paa.jp/clinic/4065/


○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

医療法人修志会　ファミ

リークリニック荒川

北区田端新町1-7-8相光

ビル６F
03-6807-9311 　 〇 〇 電話予約 電話にて要相談 銀行振込

小出医院 北区田端3-4-7 03-3821-1668

PCR検査・発熱外来は電話予約のみ

です。

月火木金　9:00~11:15

16:00~17:15

土　9:00~11:15

お名前とお電話番号登録してから、順番で折り

返しご連絡させて頂きます。一般診療と発熱

外来の電話を並行しながらの業務にて、少し

お待たせしてしまう事どうぞご理解下さい。

〇 〇 電話予約
月火木金　9:30~11:15   16:00~17:15

土　9:30~11:15
医療機関での窓口決済

医療法人社団　爽健会

中田医院

北区中里2-20-15　パル

シティ駒込202
03-3940-0504 　 〇 電話予約

月・火・水・金15：30～17：30　土12：00

～13：00

（木日は休診）

医療機関での窓口決済

医療法人社団慈広会　西

巣鴨こどもクリニック

北区滝野川6-14-9　東京

先端医療モール301
03-6903-5025

来院前に必ず電話でご連絡ください。また、

患者様（お子さん）は、直接クリニックに入

らず、クリニックの外（モール内の非常階段

側の廊下）でお待ちください

〇 〇

電話で依頼後、

折り返し返信で

対応します。

月～水・金　９時～１２時３０分　16時～

１９時

土　９時～１４時

日　９時～１２時３０分

小児のみ対応（保険証・医療証の提

示をお願いします）

霜降橋こどもクリニック
北区西ヶ原１－６－５

アフニィ駒込2階
03-3576-2525

遠隔診療は、原則、自宅療養中の患者様を対

象とした、再診のみの電話診療となります。
〇

電話予約、Web

予約（電話診療

希望と入力して

下さい。）

月・火・木・金　9：30～12：30、16：30

～19：00

土　9：30～12：30、14：00～17：00

自己負担分は、後日窓口でのお支払

い（現金のみ）となります。

社会医療法人社団 正志会

花と森の東京病院
北区西ヶ原2-3-6 - 〇 〇

一般公開はして

いません
一般公開はしていません 一般公開はしていません

医療法人社団亮敬会 板垣

医院

北区十条仲原１－４－１

４
03-3907-1450 〇

電話予約のみ

03-3907-1450
月～水・金　9：00～12：00 医療機関での窓口決済

医療法人社団向井医院 北区十条仲原1-4-12 03-3907-3387

発熱外来は完全予約制となっております　必

ず事前に電話にて予約をお願いいたします

予約時間　月火水金9時～10時半　午後3時～4

時半　土9時～10時半

〇 電話再診のみ
月火水金9:00～10:30 13:00～16:30

土9:00～10:30
現金のみ

医療法人社団齊木医院 北区上十条3‐12‐9 03-3908-2330 〇 〇 電話予約

月15:00～19:00

火～木19:00～20:30





クレジットカード、銀行振込、医療

機関での窓口決済

医療法人社団優木会 おひ

さまクリニック
北区上十条1-19-8 03-6454-3511

院内の隔離室や屋外のテントにて診療を行っ

ています。駐車場（自家用車内）や混雑時は

駐輪場でも診察します。まずは電話でご相談

ください。

〇
電話予約、web

予約
診療時間内 クレジットカードまたは窓口決済

十条霞医院 北区上十条４－６－１３ 0359488536
完全予約制ですが、当院の予約サイトを経由

しないで、必ず電話で予約をしてください。
〇 〇 電話予約

月曜日　12：00～12：30　水～金曜日

12：00～12：30

（火、土、日曜日、祭祝日は休診）

PayPay、医療機関での窓口決済

医療法人社団志誠会京北

診療所
北区志茂2-16-14 03-3903-0118

当院はPCR検査で結果は翌営業日の18時以降

に判明し電話で連絡致します。
〇 電話予約 月曜日火曜日木曜日金曜日18：00～18：30 銀行振込、京北診療所での窓口決済

医療法人社団AT たむら

内科クリニック
北区神谷2ー25ー4 03-3598-0888

発熱外来の休診日・予約状況など、HPお知ら

せ欄をご確認の上お電話ください。電話診療

は基本的に当院来院歴のある方とさせて頂い

ております。お電話にてご相談ください。

〇 〇

基本的には過去

に当院へご来院

歴のある方の

み。電話予約

月～水・金：9：00～11：30／15：00～

17:00

木・土：9：00～11：30

医療機関での窓口決済

医療法人社団奉仁会 赤羽

南クリニック

北区赤羽南１－９－１１

赤羽南ビル２階
03-5249-5632

院内感染対策のため完全予約制とさせて頂き

ます。診察希望の方は必ず事前に電話にてご

予約下さい。

〇 電話予約 診療時間内にて対応
後日来院時に、医療機関窓口にてお

支払い

医療法人社団正祐会

　赤羽まことクリニック

北区赤羽南1-4-8.4F
- 〇

かかりつけ患者

のみ

医療法人社団亮敬会 すこ

やかこどもクリニック浮

間

北区浮間3-1-40 藤原ビル

1階
-

https://ukima.sukoyaka-

kodomo.clinic/reservation.html
〇 〇 Web予約

月～木 10:00～12:00、16:00～18:00

土 10:00～12:00
クレジットカード

医療法人社団甲人会竹内

医院
北区赤羽北3-4-6 03-3907-1909 HPなし 〇 〇 電話予約 月～金9：00～12：00のみ 窓口決算

恭愛クリニック 北区赤羽西2-19-25 0359634811

予約制となりますので、必ず電話予約をお願

いいたします。 〇 電話予約
月ー金　９：３０－１２：００

月、火、木、金　１５：００－１８：００
医療機関での窓口決済

赤羽小児科クリニック 北区赤羽西1-18-11 - 〇 〇 web予約
診療時間と同様 銀行振込もしくは医療機関での窓口

決済

医療法人社団 野村医院
板橋区板橋２－６５－１

０－２Ｆ
03-3964-8544

感染症状のある方は、まずオンライン診療に

よる遠隔診療を行い、必要があれば来院検査

としています。まずは電話にてご相談くださ

〇 〇 電話予約
受付時間　平日9:00~12：30、14：30-

18:00、土日9:00～12:30
クレジットカード

いたばし・ハートクリ

ニック

板橋区板橋1-21-7 聖楽

ビル1階
03-5248-0880 〇

電話にて相談い

ただく
電話にて対応時間は相談

クレジットカードまたは医療機関で

の窓口決済

信尚会堀井医院 板橋区双葉町40-13 03-3961-2610 〇 電話予約

月から土曜日11：30～12：30

月から木曜日15：00～16：00

（水・日は休診）

窓口決済（現金のみ）

大山東方クリニック 板橋区大山東町 60-9 - https://ohyama-kanpo.jp/ 〇 〇

電話予約、web

予約　
月、火10：00～12：30　　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

おおやま健幸の街クリ

ニック

板橋区大山東町25－12ー

1階
03-4455-3878 〇 〇 電話予約 月・火・木・金・土　10：00～19：00

医療機関での窓口決済（現金、クレ

ジットカード、交通系カード等

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://paa.jp/clinic/4065/
　当院の発熱外来は「予約制」です。HPより

予約をお願いいたします。
〇 電話予約 9：00－17：00（月～金）

各種クレジット、銀行振込、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大

山

板橋区大山町9-6 大山

EMPビル２階
03-3955-2200

必ず、電話にてご予約をお願いいたします。

場合によっては、お受けできないことがあり

ます。

〇 〇 電話予約

月・火・水・金　9：30～12：00　15：00

～18：00

土　9：30～12：00　15：00～16：00

（木・日・祝；休診）

クレジットカード

医療法人社団千秋双葉会

おおやま耳鼻咽喉科・ア

レルギー科

板橋区大山町9-6　大山

EMPビル3F
03-3972-3387 〇 〇 電話予約

月～水・金　10:00~11:00   14:30~15:30

土　　　　　10:00~11:00   14:30~15:30

(木・日祝は休診)

クロンアプリ(有料)使用

医療法人社団 宮下医院 板橋区大谷口北町76-7 03-3956-5349

発熱　喉痛　咳　痰　下痢　腹痛などの際は

直接来院せず、事前電話の上、来院時は院外

チャイムを鳴押して下さい。診察受付は平日

17:00まで　土曜12:00までです。

〇 〇

自院へ電話確認

の上、YaDoCア

プリをダウン

ロード

平日 12:00-15:00　土曜 11:00-12:00

院内の受診者状況により、変更あり

クレジットカード　

あるいは療養明けの後日来院での窓

口支払

医療法人社団 ウェルネス

ササキクリニック
板橋区幸町４７－１３ -

発熱外来の診療はオンライン診療(クロン）で

随時受け付けます。http://wellness-

sasakiclinic.jp/

〇 〇

オンライン診療

アプリ「クロン

curon」より申

し込み。

火水木金土　９時30分～12時00分

火水金　　　15時30分～17時00分
クレジットカード

医療法人社団経仁会 幸南

クリニック

板橋区幸町23-7コモディ

イイダ幸町店別館１F
03-5917-3900

抗原キット配布を希望される方は、事前に

（080）103５-6061までお電話ください。水

曜日は発熱外来の対応不可となります。

〇 〇

電話予約又は→

https://onl.tw/

BdyRfEB

月・火・木・金・土曜日

9:00~12:30　　14:30~18:00

銀行振込・窓口決済他webシステム

に準ずる

医療法人社団親豊会　な

ないろクリニック

板橋区向原3?10?18

松前屋ビルディング1階
03-5926-6310

祝日は、土日と同じ診療時間となります。予

約制ではなく、受付順となりますので、診療

時間内にご来院ください。受付時間は、診察

終了時間の30分前までとなります。

〇 〇

当院LINEへ「電

話診療希望」と

メッセージを

送ってください

月～金　09:00～13:00/15:00～22：00

土日祝　09:00～13:00/15:00～19：00
銀行振込、医療機関での窓口決済

医療法人財団 健康文化会

小豆沢病院

板橋区小豆沢１丁目６番

８号
03-3966-8411 〇 〇 電話予約

毎日　9：00～11：30（発熱診療のみ対

応、予約制）
医療機関での窓口決済

青山クリニック
板橋区中台3-27 サンシ

ティA101・103
03-3931-8888

再診のみ電話診療を行っております。初診の

電話診療は行っておりません。37.5度未満の

方、無症候性濃厚接触者の方の検査は当院で

は行っておりません。

〇 電話予約

月、火、水、金　9:00～11:00および14:45

～17:00

土 9:00～11:00

（木・土曜午後・日・祝日は休診）

医療機関での窓口決済

医療法人社団博佳会 サン

シティ耳鼻咽喉科

板橋区中台3-27-7　２F

205号
03-5922-4187 〇 〇 電話予約

月ー金 9：30－12：00 15：00－17：00、

土曜　9：30－12：00（木曜は休診）

クレジットカード,医療機関での窓

口決済

森　医院 板橋区中台2-17-1-213 03-3941-8639 morinaika@gakushikai.jp

コロナ・インフルなど初期の異状から医療に

繋がるよう電話相談・オンラインを活用して対

応する。

〇 〇

電話,

morinaika@gak

ushikai.jp

月ー土12:00-18:00  緊急03-6912-1418オン

ライン対応

日・祝12:00-14:00

銀行振込のみ

kikukawa-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

医療法人社団明珠会中川

医院耳鼻咽喉科
板橋区常盤台1-12-1 03-3558-6332

あらかじめ電話をしてから決められた時間に受

診してください。連絡せずに来院した場合対応

できないことがあります。

〇 〇 電話にて応相談 電話にて応相談 窓口決済

風見医院
板橋区常盤台１－１１－

１０
03-3960-0096

現在、「再診のみ」の電話診療を行っていま

す。初診のオンライン診療は行っていません。

37.5℃未満の方、無症状濃厚接触者の検査は当

院では行っておりません。

〇 電話予約 原則、通常診療時間外の予約時間に返信
後日、医療機関での窓口決済（現金

のみ）

はちすクリニック 板橋区上板橋1-26-13 03-5922-5055 〇 〇 電話予約
火曜、水曜、金曜　18：00～19：00

土16:00～19:00

クレジットカード銀行振込、医療機

関での窓口決済

はちすクリニック
板橋区上板橋2-31-13

木下ビル2階
03-5922-5055 　 〇 電話予約 月～水17:00~18:00

クレジットカード、銀行振込、医療

機関での窓口決済

西台高島平内科・内視

鏡・皮膚科クリニック

板橋区高島平1-55-5シャ

トー・ドゥ・ペール２F
- https://nishidai.reserve.ne.jp/

対面での診療とオンライン診療をおこなって

います。オンラインでPCRなどの検査が必要

であった場合は来院して検査をおこないます。

〇 〇 web予約のみ

月、水、金は９時３０分～１２時３０分、

１６時～１８時

火、木、土は９時３０分～１２時３０分

クレジットカードのみ

高島平りゅう医院 板橋区高島平2-21-6 03-3931-5311 〇
電話での問い合

わせのみ

月、火、木、金　13時‐15時、土日　9時‐

12時。

（水曜は休診）

医療法人社団　正有会

髙橋医院

板橋区高島平9-17-3
0339363758

来院前に必ずお電話をください。診療状況に

よっては対応出来ない場合がございますのでご

了承ください。

〇 電話予約 電話再診はクリニック診療時間に準ずる 医療機関で窓口決済

ゆう徳丸内科皮膚科 板橋区徳丸4-10-6 - 〇

当院で診断され

た患者様のみ対

応しておりま

す。

診療時間内

医療法人社団ナイズ

キャップスクリニック板

橋

板橋区徳丸二丁目6番1号

イオン板橋ショッピング

センター4階

-
https://mypage.caps-

clinic.jp/sp/index.html
〇 〇

https://caps-

clinic.jp/yoyaku

/

月～日(祝日)

12:00～12:30

17:00～18:00

クレジットカード、銀行振込

たくみ内科
板橋区四葉2-1-10 四葉

メディカルモール103
03-5967-2422 必ず電話予約してください 〇 電話予約

月火木金13：30～14：00、土17：00～17：

30（水日は休診）
医療機関での窓口決済

医療法人社団翠会　成増

厚生病院
板橋区三園1-19-1 0339391191 〇 電話予約 ９：３０～１１：００ 医療機関での窓口決済

北原クリニック 板橋区赤塚７－４－１７ 03-3939-0383

8/8~8/1１までの期間は夏季休暇となります

【年末年始の休診】：202３年12月2６日～

202４年1月４日（但し１２月２９日は診療あ

り）

〇 電話
月、火、木、土の9：00～12：00，15：00

～16：00
医療機関での窓口決済

田島クリニック 板橋区成増5-18-4 03-5383-6622

電話診療は再診(対面診療後の継続診療)のみ対

応。発熱感冒専用外来は平日9：30から電話で

予約。

〇

電話診療、03-

5383-6622。予

約なし。

月火木金→9：30～12：30、14：30～17：

30

水・土→9：30～12：30

日・祝→原則対応なし。

窓口での現金支払いのみ。

医療法人社団一優会津久

井小児科内科医院
練馬区北町6-27-23-1階 03-3937-1151 〇 電話予約のみ

医療法人社団　森田クリ

ニック
練馬区桜台3丁目46番5号 0335576350 　 〇 〇 電話

月、火、木、土は９：００～12：００、１

５：００～１７：００

水は９：００～12：００　金は休診
窓口決済

うえだ内科・糖尿病内科

クリニック江古田

練馬区旭丘1-76-8レスタ

江古田2階
03-5983-7090

電話予約をお願いします。他の患者様と重な

らない時間をご案内いたします。
〇 〇 電話予約

月・火・木・金　8時30分－16時

土　8時30分－12時30分

水曜・日曜祝日休診

窓口決済

医療法人社団 真成会 野

口医院
練馬区豊玉上1-13-6 03-3994-5018

事前にお電話ください。予約枠の上限があ

り、お受けできない場合もあります。何卒ご

了承ください。

〇 〇 電話予約 発熱外来と同じ
①アプリを登録してクレジットカー

ド決済②後日医院にて窓口決済

医療法人社団晃仁会　内

田内科胃腸クリニック
練馬区豊玉北5-7-15 03-5912-1241

必ずお電話にて確認をお願いいたします。予約

後はWebでの問診入力にご協力お願いしま
〇

電話にてお問い

合わせください
診療時間内 後日、医療機関の窓口にて清算

小山小児科・耳鼻咽喉科

医院
練馬区豊玉北6-19-1 03-3991-0002 〇 電話予約

月・火・水・金 9:00～12:00 、15:30～

18:00

木・土 9:00～12:00

医療機関での窓口決済

城西在宅クリニック・練

馬

練馬区豊玉北5-4-3-サン

オーザ豊玉101
03-4560-1122

・遠隔診療は電話診療となります。

・緊急往診などにより、院内に医師が不在の

場合は対応することができませんので、必ずお

電話にて受診可否の確認をお願いします。

〇 〇 電話予約

月・火・木・金 9:00～18:00

緊急往診などにより、院内に医師が不在の

場合は対応することができません。

銀行振込

笠井内科循環器クリニッ

ク
練馬区貫井3-11-12-3Ｆ 03-3577-8071 〇 〇

電話予約もしく

はweb予約（詳

細はHP参照）

月、火、木、金　9時-11時　　15時-17時

土　9時-11時
クレジットカード、銀行振込

富士見堂クリニック
練馬区貫井3-14-6 並木

ビル1階
- 〇 〇

ホームページ中

オンラインweb

予約。陽性キッ

ト確定者のみ。

日12:00～14：00　月19:00～20：30　水

10:00～12：00

土19:00～20：30

クレジットカード決済

医療法人社団隆記会田中

医院

練馬区中村北4‐4‐16‐

1階
03-3998-0011 〇 電話予約 月～金10:00～12:00（水曜日休診） 窓口での支払い、現金書留での送付

医療法人社団Sais on

Health 中村橋駅前内科ク

リニック

練馬区中村北3-23-5 03-5848-7830 小学生以上を対象にしています。 〇 電話予約
月火木金：13:00～15:00

水日祝：14:00～17:00
医療機関での窓口決済

とうみょう内科クリニッ

ク
練馬区南田中1-13-13 03-5923-6262 〇 電話予約 医療機関での窓口決済

医療法人社団 平真会 薬

師堂診療所
練馬区南田中3-26-3 03-3997-2657 〇 〇 電話予約 月・火・木・金・土：14：００ー17：００

クレジットカード、銀行振込、医療

機関での窓口決済

いしざき内科
練馬区石神井町3-30-20

コーポ田嶋1F
03-6913-3925

予約制です。当院の都合により実施していない

日もあります。ご了承ください。
〇

電話診療のみ。

電話でお問い合

わせください。

月～金9：00～12：00・14：00～18：00

土9：00～12：00
医療機関での窓口決済。

医療法人社団 白鳳会 大

角医院
練馬区上石神井4-3-23 - https://oosumi-cl.net/ ホームページよりご予約をお願い致します。 〇 〇 Web 状況により変動あり クレジットカード

さとう内科医院

練馬区石神井台4-7-3 石

神井台クリニックモール

1階

03-5903-9613 〇 電話予約
平日（木曜日除く）9:00-11:30　土曜日

9:00-12:30
後日医療機関での窓口決済

加藤クリニック 練馬区関町北2-27-11-5F 03-3920-3920
初診の場合には電話だけでの診療は行いませ

ん。電話で予約してから来院して下さい。
〇 電話 医療機関での窓口決済、現金のみ

関町内科クリニック
練馬区関町北5-6-1 ト

パーズハイム１F
03-5903-3881

電話診療は発熱外来時間帯はお受けできませ

ん。発熱外来は事前予約制ですので、必ず電

話予約お願いします。

〇 〇

03－5903－

3881（電話診療

のみ）

月～火、木～金　15:30～16:30 銀行振込、現金書留

医療法人社団　徳枝会 佐

藤皮膚科小児科クリニッ

ク

練馬区関町北１－２２－

１０　

SATO　1st building

 201

03-3928-2767

発熱診察の場合は、まず診察予約をとり、受

付に来院時間を問い合わせてください。来院

時間を調節させていただきます。

子どもは初熱が多く時間帯は掲載時間外もあ

ります。

〇

再診は前回診察

後１４日以内な

ら電話で対応。

皮膚は１ヶ月以

内

診察時間内 窓口対応

ゆき医院 練馬区関町東1-1-14 03-3929-0250 〇

電話診療のみ、

過去に保険証確

認した方のみ

9:30~17：00 後日来院での窓口決済

みみはなのど吉祥寺なか

むらクリニック

練馬区立野町14－21ライ

オンズマンション吉祥寺

北1階

03-5903-7050
事前にお電話にてご予約のうえご来院くださ

い
〇

オンライン診療

システムcuron

にて予約

ホームページ参照 クレジッﾄカード

大泉中央クリニック 練馬区大泉学園町6-27-2 03-3923-5678 メールでの問い合わせは受けません 〇 〇 電話 診療時間内 銀行振り込み

メグ・マグノリアクリ

ニック
練馬区大泉町1－54－15 03-5947-6260 〇 電話予約

月火木金8時50分～9時　　13時50分～14時

17時30分～17時40分（外来の状況による）

窓口決済または銀行振込（クレジッ

トカード不可）

大泉学園耳鼻咽喉科
練馬区東大泉1-37-20シ

ティータワー大泉学園1F
-

https://www.oizumigakuen-ent-

clinic.com/facilities13.html

朝7時より050-5533-3742で予約します。コロ

ナワクチン「2」を押して時間予約を行ってく

ださい

〇

web予約　予約

に必要な再診

コード発行のた

め電話してくだ

さい

月火水金10：00~12：00、16：00~18：00 クレジットカード



○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

なかじま内科

練馬区東大泉４ー３１ー

１北園メディカルモール

２階

03-3922-7722 〇 〇 電話予約

月～水、金　12時～13時

木　　　　　11時30分～12時30分

土、日は発熱外来休止

窓口決済

医療法人社団澄笛会　竹

下医院
練馬区南大泉5-36-9 03-3922-3341 〇 〇 電話予約 診療時間に同じ

医療機関での窓口決済(銀行振込も

可能）

医療法人社団てらもとク

リニック

練馬区南大泉1-15-39ス

プリング101
03-5905-6006

小学５年生以上の小児のみに対応します。小

学４年生以下の方は小児科を受診してくださ

い。インフルエンザの同時検査は医師の判断

で行います。

〇 〇 電話予約 平日9：00-15：30まで。
医療機関での窓口決済、銀行振込

（振込料患者様負担）

内科 吉沢医院
練馬区旭町3-25-21 ユー

ゲント兎月１階
03-6423-0707

来院前に電話連絡をお願いします。来院時に

は不織布マスクの着用が必須です。
〇 〇 電話予約

月～水、金→9:00～12:00、14:00～18:00 土

→9:00～13:00 木日祝日休診
医療機関での窓口決済

医療法人社団ナイズ

キャップスクリニック光

が丘

練馬区光が丘２丁目１０

番２号光が丘IMA東館２

階

-
https://mypage.caps-

clinic.jp/sp/index.html
〇 〇

https://caps-

clinic.jp/yoyaku

/

月～日(祝日)12:00~12:30　15:00～15:30 クレジットカード、銀行振込

医療法人社団　健寿の樹

きくかわクリニック東館

分院内科・老年内科

練馬区光が丘2丁目10-2

IMA東館2階
- kikukawa-cl.jp

状況に応じ、変更となる場合があります。

ホームページをご確認下さい。
〇 〇 web予約

月、火、木、金　16:00～17:00（水、土は

休診）
クレジットカード

医療法人社団中山クリ

ニック
練馬区田柄 2-45-8 03-3939-0361

電話予約なしで、メールのみでの対応は行いま

せんのでご了承ください
〇 〇 電話予約

月・水　9:00～13:00　16:00～19:00

木・土　9:00～12:00　　

金　　　9:00～12:00　16:00～19:00

(火日祝日は休診)

医療機関での窓口決済

医療法人社団輝恭会いし

い脳神経外科・内科クリ

ニック

練馬区田柄5丁目２０－

２０ヴィルドミール光が

丘１０１

03-5971-8555

発熱の方は電話診察になります。対面診察が

必要な重症の方は対応できません。事前受付

の上当院窓口へお電話ください「受付番号〇

番発熱の診察を受けたい」と伝えください。

〇 〇
電話050-5490-

9334 web受付

月水金9：00～17：00　土9：00～11：00

お昼休みを除く
銀行振込

間遠医院 練馬区田柄4-27-23 03-3975-1550 〇 〇

電話予約（感染

状況によりオン

ライン診療は困

難な場合あり）

月火木金9：00-18：00　水土9：00-12：00

時間外申込は、翌診療日

流行状況によりオンライン診療を停止する

ことあり

自主検査陽性が確認でき、すべて公

費適応の場合に限り対応

しまむらファミリークリ

ニック
練馬区春日町3-29-8 2F 03-5848-6477 〇 電話予約 診療時間内 後日窓口精算

練馬第一診療所
練馬区平和台4丁目20番

16号
03-3933-8957 〇

当院を受診で、

発生届を申請し

ている陽性者の

み電話にて相談



上記申請時間内
窓口決済のみ

医療法人社団和泰会平和

台クリニック

練馬区平和台4-26-8

ザ・グランディール平和

台Ⅰ

03-5922-1241
オンライン診療または電話にてご連絡の上、

検査にお出で頂きます。
〇 〇 電話予約

月、火、木9：30～12：15，15：15～18：

30、土9：30～12：30

金9：30～12：30、15：15～18：00

クレジットカード、銀行振込

医療法人社団じんの内科

医院

練馬区氷川台3-24-21 1

階
03-5922-6171 〇 〇 電話予約 診察時間内 現金のみ

社会福祉法人 上智社会事

業団 上智クリニック
荒川区町屋4-9-10 03-3892-4514 事前に必ずお電話にて予約をお願いします。 〇

電話再診のみ対

応しています

（※オンライン

診療はしており

ません

月曜日～金曜日　午前9時～12時／午後14時

～17時

土曜日　　　　　午前9時～12時／※土曜は

午後休診





窓口現金支払いのみ



医療法人社団静産会あら

かわレディースクリニッ

ク

荒川区町屋1-8-8 03-6807-8867
対応が出来ない為、ご案内を中止させて頂き

ます。
〇

電話及び予約シ

ステムにて

クレジットカード、医療機関での窓

口決済

医療法人 社団いずみ 大

泉クリニック

荒川区荒川6丁目４１－

４ カリーノ町屋1階
03-3895-7231

予約制になりますので、お電話にてご予約を

お願いいたします。
〇 〇

クリニクスとい

うアプリにて

web予約をお願

いします。

診療時間内 アプリ内にてクレジットカード決済

汐入耳鼻咽喉科 荒川区南千住8-4-5-102 03-3802-8733 〇 〇

現在のところ電

話診療のみ対応
月～金10:00～18:00

土曜日10:00～12:30
窓口支払

医療法人社団いなばキッ

ズクリニック

荒川区南千住4-7-1BiVi

南千住304
03-5604-1710 〇 〇 電話

月から金の診療時間

木は不可
窓口

医療法人社団花水木会 は

たの耳鼻咽喉科

荒川区南千住7-1-1アク

レスティ南千住3階304号
03-6806-8733 〇 〇

電話予約にて 

月・火・水・金

9：00～11：00，15：00～17：00

土

9：00～11：30

すべて電話診療のみ

医療機関での窓口決済。

社会医療法人社団一成会

木村病院

荒川区南千住一丁目1番1

号
0356152111 お電話にて必ずご予約をお願いします。 〇 〇

電話にてお申込

み下さい

月～土　9：00～16：30



日祭日は休診

基本的には後日清算になります

東京ふれあい医療生活協

同組合 宮の前診療所
荒川区西尾久２－３－２ 03-3800-7111 お電話にてご相談ください 〇 〇

電話予約　要相

談
診療所開所時間内　要相談 医療機関窓口決済

医療法人社団鈴木こども

クリニック

荒川区西尾久3-21-5 AY

ビル1階
03-5855-3030 〇 〇 電話 診療時間 医療機関で決済

まる福ホームクリニック 荒川区西尾久4-27-3 03-6807-9810
診察日が限られています。必ず事前に電話でお

問い合わせください
〇 〇 電話予約のみ 火　13:30-16:30　金　13:30-16:30 銀行振込、医療機関での窓口決済

たいら整形外科
荒川区東尾久1-31-10 高

六商事ビル1階
03-6807-7505 〇 電話予約 月～水・金18:00~19:00 医療機関での窓口決済

熊野前かと内科医院
荒川区東尾久６－３９－

１３
03-6677-5400

発熱外来受診の際は必ずお電話で予約をお願い

します。コロナPCRの検査結果はお電話でお

伝えしています。

〇

予約不可（医院

からの発信の

み）

医療法人社団 秀洋会 白

十字診療所

荒川区西日暮里2-19-10

日暮里KSビル ３階
03-3802-3911

当院では妊婦や一般患者との接触を避けるた

め、ゾーニングを行なっています。発熱外来受

診を希望される場合は、受診前に電話を頂

き、来院時間を予約してから受診ください。

〇

対面診察後、内

容を説明し同意

得られた患者様

の再診を行う。

当院診察時間内
クレジットカード

医療機関での後日窓口決済

野中クリニック 荒川区東日暮里6-7-9 03-3803-6805 〇 電話予約 診療時間内 医療機関での窓口決済

みかわしまタワークリ

ニック

荒川区東日暮里6-1-1, ア

トラスブランズタワー三

河島２F

03-3806-1133 必ず電話予約のうえ、ご来院ください。 〇 〇

電話にて問い合

わせ

コロナ陽性者の

み実施。

月～土　  8：45～12：00

月～金　14：15～17：00

医療法人社団雄昂会　や

たがいクリニック
荒川区東日暮里4－20－6 03-5850-6166

発熱外来のPCR検査を含む電話予約は午前中

だけです。オンライン診療は「かかりつけ患

者様の再診だけ」とさせていただいていま

す。どうぞよろしくお願いいたします。

〇 電話予約 月曜日と水曜日14:00～15:30 医療機関での窓口決済

ぜんそくと肺のクリニッ

ク

荒川区東日暮里５－４８

－２第一ビル２F
03-3801-1159 https://zensokutohaino.clinic/

事前のWeb予約もしくはお電話をお願いしま

す。発熱がある方はオンライン診療となりま

す。コロナ後遺症外来も実施しています。

〇 〇 Web予約
月～水・金：10:00-12:00、14:00-16:00、

土：10:00-13:00
クレジットカード

医療法人社団　智眞会

じゅんクリニック

足立区東綾瀬１－１０－

８ 03-5697-4141

通常診療の患者さんの感染リスクを避けるた

め、直接来院の場合は対応できません。事前

に電話で受診相談をお願いいたします

〇 〇

電話で診療可否

を判断したのち

に予約時間を伝

達している

診療時間内および時間外でオンライン対応

可能時間を指示している

LINEドクターはオンライン決済、

他に後日窓口精算など

医療法人社団碧桐会 あや

せ皮ふと子どものクリ

ニック

足立区東綾瀬一丁目9番4

号2階
03-5856-3455

小児のみ対応。成人対応不可。

電話診療、WEB診療は再診の方、条件付きで

すのでお電話にてお問い合わせください。

〇

電話予約、WEB

予約　お問い合

わせください。

電話診療月～金　9:00～11:30　14:00～

17:30、土9:00～12:30

WEB 月、水、土　9:00～11:45（慢性疾患

などの条件付きです。）

現金、

綾瀬セントラル内科クリ

ニック

足立区東綾瀬1-9-4 プラ

ザ白うめ3階
03-5856-0715

診察希望者は必ず事前に連絡して予約を取った

上で、指定された時間に来院するようお願い

します。予約後のキャンセルは早めに連絡して

ください。

〇 電話予約

月～金　９：００～１８：００　土９：０

０～１２：００

（水曜日休診　１3：００～１５：００休憩

あり）

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

かなりあクリニック 足立区綾瀬３－１５－８ - https://www.kanaria.org/

発熱外来には一家族一枠とし、問診票別紙を

ご記入の上ご持参ください。診察室・待合室

の状況により外でお待ちいただく場合がござい

ます。ご了承ください。

〇

電話診療のみ。

また、再診に限

ります。

後日医療機関窓口での支払いのみ

双泉会クリニックあだち 足立区綾瀬3-24-2-102 03-5613-8200 〇
完全予約制（電

話）
平日9:00～12:00　13:00～18:00 銀行振込、窓口現金決済

綾瀬おかだクリニック 足立区綾瀬4-30-15 03-5856-2324
事前に電話予約必要。同日あるいは後日現金

決済が必要です。
〇 〇

電話にて予約が

必要

9:00-12:00 15:00-19:00 月ー金曜日　9:00-

12:00土曜日

決済は現金ですので、来院可能であ

る方に限る

久保内医院 足立区弘道1-3-19 03-3889-8731
無症状、重症の方の診療は受け付けておりま

せん。
〇 電話予約のみ 発熱外来診察時間に準ずる paypay、医療機関での窓口決済

ごたんの小児科クリニッ

ク

足立区西綾瀬2-6-20プラ

ザホワイトA
- https://gotanno.atat.jp/i/f.php 〇 web予約 午後の発熱外来時間 窓口清算

よしだ耳鼻咽喉科クリ

ニック

足立区足立4-41-5レーベ

ン五反野ルナタワー202
03-3840-1222 〇 電話予約

月～水、金9:30~19:00（12：30～15：30は

除く）
医療機関での窓口決済

野原耳鼻咽喉科医院 足立区千住旭町39-11 03-3870-2022
遠隔診療は病状によっては不可の場合があり

ます。
〇 〇

電話予約（当日

のみ受付）

月、火、木、金9：00～12：00、15：00～

18：00

土9：00～12：00（水、日、祭日は休診）

後日の医療機関での窓口決済、銀行

振込

医療法人社団寿泉会旭医

院
足立区千住旭町9-15 -

未就学児の診療はお断りしております。オンラ

イン診療（LINEドクター）でコロナ陽性結果

をお持ちの方は写真のアップロードをお願い致

します。

〇 〇 web予約
月～土　11：00　12：00、　月～金　16：

00　17：00　18：00
クレジットカード　LINE Pay

千住中央診療所
足立区千住大川町３７－

２
03-3881-5378

来院時前には、診療時間中に電話をいただき

たいと思います。
〇 〇

足立区医師会か

らの協力要請時

と自院のコロナ

患者にのみ施行

えんどう耳鼻咽喉科クリ

ニック
足立区千住3-54-2 -

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

462/businesses/06

当院ホームページから発熱外来の予約を行

い、WEB問診に予めご回答ください。
〇

お電話にて詳細

をご説明します

月火木金土　診療時間内
クレジットカード決済のみ

医療法人社団叡美会 えの

もとファミリークリニッ

ク

足立区千住橋戸町1-13

ポンテポルタ千住4F
- 〇 〇 web予約

月火木金11:00~13:00、15:30~18:00、土

11:00~14:00

（水日祝は休診）

クレジットカード

医療法人永優会

鈴木内科胃腸クリニック
足立区千住緑町2-10-5 03-3881-0857

予約診療のため受診の前に必ずお電話をお願い

致します。
〇 〇 電話予約

東京ふれあい医療生活協

同組合 ふれあいファミ

リークリニック

足立区宮城１－３３－２

０
03-6908-4330

まずはお電話でご相談ください。直接のご来

院は感染拡大の恐れがあるためご遠慮いただ

けますようお願い申し上げます。

〇 〇 電話申し込み
月・火・木・金　9：00~17:00

水　11：00～17：00
後日来院にて窓口決済

医療法人社団宏心会六ツ

木診療所
足立区六木1-4-14 03-3629-1661 〇 電話予約 要相談 医療機関での窓口決済

加平クリニック 足立区加平2-14-15 - 〇 〇

コロナウィルス

感染症関連の対

応のみ

月～水・金9：30～12：00、15：00～18：

45
現金のみ

医療法人信明会コスモス

クリニック

足立区加平3-4-1 ウィス

テリアガーデン 3F
03-5849-5611 〇 電話予約 月・水・木・土9：00～17：30 医療機関での窓口決済

医療法人社団　容生会

ほきまクリニック
足立区保木間1-37-20 03-5831-3550

発熱のある方は、ご来院前にお電話くださ

い。
〇 〇

オンライン診療

サービス

「curon」で

WEB又はアプリ

で予約

月９:00～10:00、15:00～18:00、火9:00～

12:00、金9:00～12:30、15:00～18:00
クレジットカードのみ

倉井内科医院 足立区保木間2-3-4 03-3859-7611 　 〇 電話予約

月・火・水・金　9：00～12：00、14：00

～17：00

木　9：00～11：30
窓口決済

医療法人社団 久光会 久

光クリニック
足立区六町2-6-24 - 〇 〇

ラインドクター

にてweb予約
当院ライン公式アカウント参照 クレジットカード　ラインペイ

あさぬま医院 足立区一ツ家2-11-12 03-3883-7276 curon番号（2be9） 〇 〇

電話、web

（curon）＊完

全予約

月14:30-15:30、

水14:30-15:30

web(curon)クレジットカード、電話

（窓口来院）

社会医療法人社団慈生会

等潤病院

足立区一ツ家四丁目３－

４
03-3850-8711

平日９：００～１１：００／１4：００～１

６：００。早期に受付終了・人数制限する場

合あり。夜間・日祝・年末年始等は時間外診

療のため預り金による後日精算です。

〇 電話予約
月～土　11:00～12:00（日祝・年末年始除

く）
医療機関での窓口決済

和田小児科医院 足立区西保木間2-15-23 03-3884-2301
診察は要予約

事前連絡必要
〇 〇 電話予約 当院診療時間内 窓口現金決済のみ

井上てるクリニック
足立区竹の塚5-7-10 森

屋ビル202
03-5851-7666 〇 〇 電話予約 月・木?金12～13時

クレジットカード

医療機関での窓口

竹ノ塚駅前クリニック内

科小児科皮膚科

足立区竹の塚6-11-1 T・

キューブ1階
- https://takenotsuka-clinic.jp/

検査希望の方はホームページでご予約をお願

いします。予約がない場合にも検査はできま

す。診療は当院でPCR陽性だった方が隔離期

間の間のみの対応になります。

〇 web予約 診察時間と同じです 医療機関での窓口決済

山一ビル内科クリニック
足立区島根3-8-1 山一ビ

ル島根Ⅱ1階
03-3884-8888 〇 〇 電話予約 月～金　9:00～12:30 、16:30～17:00

銀行振込または医療機関での窓口決

済

やまざきメディカルスク

エア
足立区西伊興２－３－９ 03-5647-9948

当院は地元密着型のかかりつけ医です。診療

時間の関係であまり多くの発熱患者様を診察

できません。発熱外来は電話にて、完全予約

制です。

〇

当院受付に電話

で予約。かかり

つけ患者のみ。

外来受付時間中。患者さんの受診の合間に

電話を折り返し診察します。
クリニック窓口決済（現金のみ）

北足立生協診療所 足立区入谷３-１-５ 03-3896-9971
かぜ症状外来の予約は不要です。受付時間内

に窓口までお越しください。
〇

電話予約（再診

の方のみ）

受付時間（日曜祝日・休診日は除く）

午前：月～土　9:00～12:00

午後：月･火･水･金　14:00～16:00（木･土

は休診）

窓口支払（現金のみ）

医療法人社団大和会 大内

病院
足立区西新井5-41-1 03-3890-1306 〇 電話予約 月～金9:00～12:00

クレジットカード、銀行振込、医療

機関での窓口決済

おかのクリニック 足立区西新井1-11-4 - 当院はPCR検査は行っておりません。 〇 〇 WEB予約 月～水 11:00-12:00 16:00-17:00 クレジットカード

医療法人社団洸青会 ルミ

ナス内科クリニック

足立区西新井1-38-11-

103オリエント第六ビル
03-5837-2577

発熱患者専用の診療検査時間については、月

火木金、午後12時30分から、13時についても

行います。(祝日を除きます)

〇 〇 電話予約

医療法人社団ナイズ

キャップスクリニック西

新井

足立区西新井栄町二丁目

4 番 10 号2階
-

https://mypage.caps-

clinic.jp/pc/index.html?_gl=1*1yi30

xi*_ga*ODE4OTE1MjI3LjE2Mzg0M

zM1MTM.*_ga_KH0BJ

受付時間は午前12時45分、午後20時45分まで

です。受付時間までにご来院下さい。
〇 〇 web予約

月火水木金土日

09:00~13:00

15:00~21:00

クレジットカード、銀行振込、医療

機関での窓口決済

いずみ記念病院 足立区本木1-3-7 03-5888-2111 〇

担当医師の外来

診療時間中に電

話で依頼

担当医師の外来診療受付時間内

午前の診療　　9：00～12：30

午後の診療　 14：00～16：30

医療機関での窓口決済

医療法人社団千風会

なかじま整形外科・小児

科クリニック

足立区皿沼1－16－5 03-5837-8070 〇 〇
電話予約

0358378072
月～土(水、休診日を除く) 10:00～12:00 窓口決済

鹿浜診療所 足立区新田2-4-15 03-3912-8491

2023年1月7日(土)と1月21日(土)は13：00まで

発熱外来を実施予定です。当日の電話での完

全予約制となります。

〇 〇 電話予約 各診療日の可能な時間に対応 窓口もしくは銀行振込

特定医療法人社団潤恵会

敬仁病院

足立区新田二丁目１８番

６号
03-3913-3106 遠隔診療は、電話診療のみとなります。 〇 電話予約

月～金　9:30～12:30　14:00～16:00

土　　　9:30～12:00
銀行振込、医療機関での窓口決済

江北内科クリニック
足立区江北三丁目3-1

03-5837-2522 〇 電話予約 月、火、木、金　12時～13時、16時～17時 窓口現金決済

とねり耳鼻いんこう科・

アレルギー科

足立区舎人１-１１-１６

１階
03-3897-3387

電話連絡なく直接来院された場合には対応で

きないことがございます。
〇 電話予約

受付時間：月～水、金9:00～18:30、土9:00

～13:00

診療は昼休みおよび通常診療終了後に行い

ます。

医療機関での窓口決済

医療法人社団祥史会 綾瀬

中央診療所
葛飾区小菅４－９－１３ 03-3602-5664 〇 〇

電話予約、web

予約
診療時間と同じ クレジットカード、銀行振込

医療法人社団いつき会

ハートクリニック

葛飾区小菅4丁目14番地5

号レインボーヒルズ1階
- 〇 〇

オンラインアプ

リ　クリニクス

より予約

月から金９時～12時16時～18時 クレジットカード

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


○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

お花茶屋駅前クリニック
葛飾区お花茶屋1-19-1第

弐お花茶屋ビル3階
03-5629-2077

事前に電話にて相談をして下さい（予約受付時

間9:30~11:00）。予約が満杯の場合は対応で

きない場合があります。

〇 電話予約

月～水・金　１２：００～１４：００、１

７：００～１８：００

土１２：３０～１４：３０（外来の状況に

もよります）

木日休診

窓口決済、銀行振込

医療法人社団博雅会大江

医院
葛飾区東堀切２-５-１５ 03-3602-2096 電話診療のみ対応 〇 〇 電話予約

月、水、木：11:00-12:00, 18:00-19:00

火、金：18:00-19:00,　　土：11:00-12:00
窓口決済

下千葉診療所 葛飾区堀切7-13-24 03-3602-2254

月午前・金・土・祝日前日は原則ＰＣＲ検査

は実施しておりません。診療(電話診察)のみの

対応になります。
〇 〇 当日の電話

月・木9：00～12：30、14：00～16：00

火・水・金・土　9：00～12：30
医療機関での窓口決済

伊藤メディカルクリニッ

ク
葛飾区堀切4-57-5 03-3602-4205 必ず電話で問い合わせ願います。 〇

電話予約

当院再診の方の

み

月～土8：３０～10：30

月、火、水、金16：00～17：30
医療機関での窓口決済

医療法人社団 山寿会 大

山クリニック
葛飾区堀切1-41-9 03-3692-1314

対応人数に制限があり、受け付けられない場

合があります。
〇

事前電話予約に

て保険証確認、

調剤薬局確認が

必要

月・水・木・金・土・日15：00～16：00

対象は自院かかりつけの患者に限る

事前の電話予約が必要

銀行振込、後日医療機関窓口決済

医療法人社団いるか会

ばんどうクリニック堀切

菖蒲園駅前

葛飾区堀切3丁目7-5 斉

藤ビル1階
03-6662-8255 〇 〇 電話予約

月～土　9：00-12：00　　月～水、金

15：00-17：30
銀行振込、医療機関での窓口決済

医療法人社団健心会立石

内科クリニック
葛飾区立石3-18-5 03-5654-3037 　 〇 〇 電話予約 現金のみ

平木こどもクリニック
葛飾区東四つ木１－２０

－２
- 〇 web予約

火・水　12：00～12：30
クレジットカード

黒木整形外科内科クリ

ニック
葛飾区細田3‐29‐15 03-3672-9611

一般診療と並行しての対応となります。

できるだけ迅速な対応ができるよう努めて参

ります。

〇 〇 電話予約
月～金曜日　8時～12時　14時～18時

土曜日8時～12時30分
医療機関での窓口決済

佐久間医院 葛飾区東新小岩1-7-10 03-3694-3811 〇 電話対応 医療機関での窓口決済

飯田クリニック 葛飾区新小岩1-40-10 03-3674-1033 　 〇 〇 電話予約 月曜日-金曜日　10時から17時 医療機関の窓口決算

小村井医院 葛飾区新小岩2-11-12 03-5678-5711 〇 電話にて 診療時間内 医療機関での窓口決済（後日）

新小岩ゆり医院
葛飾区新小岩2-9-14 長

尾第2ビル2F
03-5662-8301 　 〇

再診のみ電話対

応
医療機関での窓口決済

医療法人社団 城東桐和会

タムス総合クリニック新

小岩駅前

葛飾区新小岩二丁目１番

１号 リーフコンフォー

ト新小岩３階

03-5678-5616 遠隔診療は電話診療のみ 〇 電話予約
月～金　9：00～12：30　14：30～18：00

土　9：00～11：30　13：00～14：30
医療機関での窓口決済

医療法人社団 城東桐和会

タムス耳鼻科クリニック

新小岩駅前

葛飾区新小岩二丁目１番

１号 リーフコンフォー

ト新小岩２階

03-5678-6550 遠隔診療は電話診療のみ 〇 電話予約

月～金　9：00～12：30　14：30~18:00

土　9：00～11：30　13：00～14：30


医療機関での窓口決済

医療法人社団 だいだい

タムスわんぱくクリニッ

ク新小岩駅前

葛飾区新小岩二丁目１番

１号 リーフコンフォー

ト新小岩３階

03-6231-5512 遠隔診療は電話診療のみ 〇 電話予約

月～金　9：00～12：30　14：30~18:00

土　9：00～11：30　13：00～14：30 医療機関での窓口決済のみ

新小岩北口診療所
葛飾区西新小岩１－８－

４山口ビル１F
03-5670-2826 〇 〇 電話予約 診療時間内 窓口決済

ファミリークリニック新

小岩

葛飾区西新小岩4丁目42

番地12号磯間ビル602号
- 〇

当院で診察中の

患者様のみ対応

します

医療法人社団彩悦会　水

元医院

葛飾区水元4-22-6
03-3607-4749 基本、院内処方となります。 〇 電話予約

月、火、木、金11:30～12:40　15:00~18:00
銀行振り込み、医療機関での支払い

医療法人社団藤福会小沼

医院

葛飾区東水元２－１０－

２　１
03-3607-4008 〇 電話予約

月～水　9:00～12:00 16:00～18:00

金　　　9:00～12:00 16:00～18:00

土　　　9:00～12:00　　　　　木・日・祝

日：休診

医療機関での窓口決済

医療法人社団智成会 東金

町内科クリニック

葛飾区東金町７－５－８

ロイヤルクレセント１階
03-5648-5715

診療体制の都合上、対応は全て診療時間内に

限定しています。診療時間外は通院中の患者さ

んだけに対応いたします。時間外は初診の患

者さんに対応できかねます。予約も不可。

〇 電話予約
月木金15:00～18:00、火土日10:00～12:00

（水は休診）
医療機関での窓口決済

金町成人病クリニック 葛飾区東金町2－13－４ 03-3826-6171 〇 電話予約

月・土１０:００~１２:００、火・木・金１

０:００~１２:００　1４:00～1６:００

（水・日は休診）

医療機関での窓口決済

かなまち慈優クリニック
葛飾区東金町1-41-3 第5

ウバノビル2F
03-3609-0133 〇 〇 電話予約

月から金 9時から18時

土 9時から14時
後日医療機関での窓口決済

金町駅前脳神経内科

葛飾区金町６－４－３

金町メディカルモール

401

0356605211 〇 電話予約

月・火・木・金12:00~13:00、水

10:00~12:00

（土日祝は休診）

銀行振込

にいじゅく組合診療所 葛飾区新宿2-25-6 03-3607-2583 〇 電話で先ず予約 診療時間内 現金のみ

医療法人財団十全会 矢作

クリニック
葛飾区新宿2-2-14 03-3607-2516 〇 電話予約

月火木金　9:00~12:30 15:00~18:00

土 9:00~13:00
医療機関での窓口決済

山口医院 葛飾区柴又４－１６－２ 03-3657-3601

　キット在庫確認のため予め電話にて問い合

わせをお願いします。 〇 電話予約

水曜　土曜は午前中のみ

診療時間内 医療機関での窓口現金決済

かめありこどもクリニッ

ク
葛飾区亀有3-14-9-2F 03-3602-3206 　 〇 〇 電話診療のみ 診療時間内 医療機関での窓口決済のみ

医療法人社団 湘南会 亀

有みんなのクリニック
葛飾区亀有2-4-8 - 第2・４日曜休診 〇 〇 web予約

月・火・水曜日　14：00・16：00
クレジットカード

Q リリオみみはなのどク

リニック

葛飾区亀有3-26-1 リリ

オ館6階
-

オンラインでの診療はコロナ感染者のみの診

療です。
〇 〇

SOKYAKUアプ

リ利用
SOKUYAKUアプリ内で決済

医療法人社団 ナイズ

キャップスクリニック亀

有

葛飾区亀有三丁目２６番

１号 リリオ館６階
- https://www.caps-clinic.jp/yoyaku 〇 〇

https://caps-

clinic.jp/yoyaku

/

月～日(祝日)

12:00～12:30

15:00～15:30

クレジットカード、銀行振込

いずみホームケアクリ

ニック

葛飾区青戸5-30-4 外来

棟
03-6662-6466 〇 〇 お電話で予約

かつしかキュアクリニッ

ク
葛飾区白鳥4-10-17 2Ｆ 03-6662-4318 〇 電話予約

月火木金　9:00-13:00

土　9:00-13:00
医療機関で窓口決済

祐ホームクリニック　吾

妻橋

墨田区吾妻橋2-3-13 セ

ルウィンハウス２F
050-3821-2171 〇

電話でご相談く

ださい
月～金12:00～13:00、16:00～17:00 銀行振込、医療機関での窓口決済

医療法人財団南葛勤医協

クリニック柳島

墨田区業平2-9-9業平医

療福祉会館１階２階
03-5619-5077 〇 電話予約 月～水11：00～12：00 医療機関での窓口

医療法人社団翔和仁誠会

おしあげ耳鼻咽喉科

墨田区横川3-11-14 マツ

マエビル2F
- 〇 web予約 診療時間内

クレジット登録、または医療機関窓

口

ほんま内科クリニック
墨田区横川3-11-14　マ

ツマルビル2階
- https://honma.clinic 〇

発熱外来を受診

し、電話報告+

薬処方のみ。

すみだゼネラルクリニッ

ク

墨田区太平3-4-8　Koike

Bld.3F
- https://sumida-general.com

完全予約制。受付時間はHPでご確認をお願い

します。オンライン診療は再診のみです。

発熱に関するオンライン診療は、当院に一度

来院し、確定診断済みのかたに限ります。

〇
電話予約(オンラ

イン）
火・水15：00～15：30 オンライン診療アプリ

東京シティクリニック両

国

墨田区緑1-14-4,両国TY

ビル９,10階
-

https://tokyocityclinic-

ryogoku.com/2021/12/%e9%9b%b

b%e8%a9%b1%e3%83%bb%e3%82

%aa%e3%83%b3%e3%83%a9%e

https://tokyocityclinic-

ryogoku.com/2021/12/%e9%9b%bb%e8%a9

%b1%e3%83%bb%e3%82%aa

〇 〇

お電話

0356383377

LINEにて診療申

し込み

8/21～26は夏季休暇です。

月～水、金曜日　：　9時～13時、15時～

18時30分

土曜日　：　8時30分～13時

銀行振込、PAYPAY（遠隔にてお支

払い可能）

医療法人社団 ナイズ

キャップスクリニック錦

糸町

墨田区江東橋四丁目２７

番１４号 楽天地ビル７階
- https://caps-clinic.jp/kinshicho/ 〇 〇

https://caps-

clinic.jp/yoyaku

/

月～日(祝日)15:00～15:30 クレジットカード、銀行振込

唐澤医院 墨田区立川1-12-13 03-3631-2336 〇 〇

当院は小児を対

象に行なってい

ます。診療時間

内に電話予約。

月～水、金10:00~18:00、土1０:00～12:00

（木は休診）
銀行振込、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

湘南メディカル記念病院 墨田区両国２－２１－１ - 〇 〇

スマホ・PCアプ

リ「アイメッ

ド」を使用

月・火・木の14：30開始枠と15：30開始枠

の２枠

（コロナ用の診療は行っていません）

クレジットカード決済のみ（アプリ

内で登録）

医療法人社団 木村医院 墨田区墨田5-35-6 03-3618-5501

https://clinics-

app.com/clinic/5ee98513dd302772

6ad9597f

オンライン診療は、墨田区内もしくは近隣の

区内で30分以内にご来院いただける方のみお

受けいただけます。

〇 〇
電話予約及び

web予約

月・火・木・金　9：00-11：00、16：00-

17：00、土　9：00-11：00
クレジットカード

長田医院 墨田区東向島1-26-9 03-3611-7525 〇 〇 電話予約 診察時間内時間内 医療機関での窓口決済

てらすクリニックひきふ

ね
墨田区東向島2-30-10 03-6661-8974

感染対策ため発熱外来については時間を区

切って行っております。連絡無しのご来院は

対応出来ません。電話連絡をお願いします。

〇 電話予約 営業時間内 クレジットカード

医療法人社団立圭会 平野

医院
墨田区立花6-1-14-1F 03-3611-2947

診療人数に限りがあるため、受診可能かどう

かは電話にてご確認ください。
〇 〇 電話予約 診療時間内

窓口決済

医療法人社団 緑翠会 小

山医院

墨田区立花１－２３－５

－１１６ サンタウン立
03-3610-0580 〇 〇 電話予約 診療時間内 医院受付窓口決済

押上クリニック 墨田区押上3-2-5 03-3619-6396
キットの配布は事前に必ず電話予約の上ご来

院ください
〇 電話予約のみ

月、火、木、金　午前9時30分から午前12時

00分まで



医療機関で窓口決済

或いは銀行振込

押上駅前 松浦内科クリ

ニック

墨田区押上１ー１１ー５

菅野ビル１階
-

当院メールアドレス

matsuura.medical.clinic@gmail.comにメール

をしていただき、確認後こちらから当院HP内

の必要事項をお送りします。

〇 〇
e-mail、ショー

トメ－ル、FAX

月～水金土9：00-11：30　月～水金15：

30-19：00
銀行振込、医療機関での窓口決済

健生堂医院 墨田区押上1-25-10 03-3622-2297 〇 電話予約 月～土　10：00～12：00 銀行振込・後日窓口決済

かわかみ内科外科クリ

ニック
墨田区京島1-22-2 03-6657-0220 〇 電話予約 月～金　12時～18時 窓口決済

東京ツナクリニック
江東区住吉2－10－12 本

宮ビル2階
-

https://medical.apokul.jp/web/326

/reservations/add

予約制とさせて頂きます。当院ホームページ

上にあるリンクから予約フォームへお進み下

さい。ご自宅への訪問（往診）も行っており

ます。ドライブスルー方式の検査も可能です

〇 〇 WEB予約 電話にてお問合せください。 電話にてお問合せください。

さるえこどもクリニック 江東区猿江1-18-18 -
https://sarue-kodomo.com

①HPから発熱外来予約　②予約後にクリニッ

クに電話をください。体重、症状の詳細をお

伺いします。保険証医療証のご準備お願いし

ます。　

〇
電話診療は再診

のみ
電話で予約（日によって異なる） 窓口決済のみ

城東クリニック

江東区扇橋３－５－７

リバーサイド奥村１Ｆ１

０１

03-3699-1137 〇 〇 電話予約

月～水、金：9:00～12:30、15:00～18:00

土：9:00～12:30

木、日：休診

クレジットカード、窓口決済等

医療法人社団公華会まで

のこうじクリニック

江東区東陽3-27-32玉河

ビル2F
- 〇

web予約（LINE

ドクターで予

約）

月、火、木、金（10:00～11:30、16:00～

17:30）

水、日、祝日は休診　土は実施してない

クレジットカード

医療法人社団 だいだい

タムス耳鼻科クリニック

東陽町駅前

江東区東陽三丁目２７番

２１号 信栄本社ビル２階
03-5653-1587 遠隔診療は電話診療のみ 〇 電話予約

月～金　9：00～12：30　14：30~18:00

土　9：00～11：30　13：00～14：30


医療機関での窓口決済

医療法人社団 城東桐和会

タムス総合クリニック東

陽町駅前

江東区東陽三丁目２７番

１７号 長谷川ビル３階
03-5665-2381 医療機関での窓口決済 〇 電話予約

月～金　9：00～12：30　14：30~18:00

土　9：00～11：30　13：00～14：30 医療機関での窓口決済

永田医院 江東区東陽3-18-4 - https://nagata-cl-toyo.jp/ 〇 〇
電話予約後に

web予約

月ー土  AM9:00～12:00

月ー水、金 PM15:00～16:30(木、土曜午後

は休診)

クレジットカード

医療法人社団千心会 しら

かわ耳鼻咽喉科クリニッ

ク

江東区白河3-4-3-202 - https://www.shirakawa-ent.com/ 　 〇

指定アプリによ

る予約、手数料

あり。対面診察

時に説明。

クレジットカード

医療法人社団順瑞会　平

和記念医院

江東区平野2丁目11番５

号　パシフィック第二門

前仲町2階

03-3820-8880 〇 〇 電話、LINE
月、火、水、金、土9:00～18:00

木、日: 9:00～13:00
銀行振込、クレジットカード、窓口

オルオンクリニック 江東区清澄3-4-4-2F - https://line.me/R/ti/p/@254lmwyz 　 〇 〇
LINEからご連絡

ください
ご連絡ください クレジットカード

医療法人財団 三友会 深

川ギャザリアクリニック

江東区木場1-5-25深川

ギャザリアタワーS棟3階
03-5653-3500 再診、かかりつけ患者さんのみ対応 〇 電話 月～土9：00～16：00 医療機関での窓口決済、郵便振込

医療法人社団明健康会大

井医院
江東区古石場1-13-19 1F 03-3820-0137

診察可能人数に限りがございます為、受診前に

必ずお電話をお願いします。定員数を上回る場

合はかかりつけの方や有症状の方を優先させ

て頂きますのでご了承下さい。

〇
電話にて問い合

わせ

月～水、金　９時～１２時　15時～17時

土　9時～１２時
医療機関での窓口決済

オビ内科クリニック

江東区潮見２－１－１０

メゾン・デ・ラ・メール

1階

03-5665-6770

電話での受診予約をお願いします。受付10時

15分～11時30分、午後4時10分～午後4時30

分。受診当日のご予約となります。

〇 電話予約 月～土曜10:00～11:00（水曜は休診） 医療機関での窓口決済

大手町さくらクリニック

in豊洲

江東区豊洲3-2-20豊洲フ

ロント201
03-6219-5688 〇 電話予約 火17：00～18：00、水8：45～9：15 クレジットカード

医療法人社団 公雄会 豊

洲寺沢クリニック

江東区豊洲２－５－３

１階
03-6273-2030

当院で診断したコロナ患者の再診は診療時間

内で電話再診にて対応。
〇

電話にてコロナ

患者の再診のみ

対応

土曜10:00～13:00 窓口決済

医療法人社団誠礼会 とよ

す内科クリニック
江東区豊洲4－2－2－2F 03-5144-5155

新型コロナの診療は先に電話で診察をしてから

となります。午前中の診療時間内に電話してく

ださい。

〇 〇 電話予約 月～金　9時半～10時半 後日、医療機関での窓口決済

医療法人社団 桐和会 タ

ムスファミリークリニッ

ク豊洲

江東区豊洲二丁目２番１

号 豊洲ベイサイドクロス

タワーC棟４階

-
https://ssc7.doctorqube.com/tums

.familyclinic.toyosu/
遠隔診療は電話診療のみ 〇 電話予約

月～金　9：00～12：30　14：30~18:00

土　9：00～11：30　13：00～14：30 医療機関での窓口決済

医療法人長生会　江東豊

洲はるそらクリニック

江東区豊洲4-10-18 プラ

イヴブルー東京1階
- https://harusora-fc.jp/

他院で診断された場合も、往診にて治療を行

うことができます。
〇 〇

当院ホームペー

ジからお申し込

みください。

月13:00 金13:00 クレジットカード

豊洲内科・糖尿病　/

形成・美容外科クリニッ

ク

江東区豊洲5-2-12　豊洲

BAYSIDEクリニックビル

5F

03-5859-5047
直接のご来院はご遠慮ください。対応可能か

お電話にてお問合せをお願いいたします。
〇 〇

電話予約、web

予約
火～土12：00～13：00、（月日祝は休診） 原則現金のみ

いよりこどもクリニック

江東区東雲１-9-10   イ

オン東雲ショッピングセ

ンター２F

-
https://www.shujii.com/036221344

8/i/
〇 電話予約 一般診療時間内 クレジットカード

かしわぎクリニック
江東区東雲１－９－２１

－１０２
03-3532-6600

電話再診は、当院にて高血圧などの慢性疾患

で定期処方のある通院中の方を対象。
〇 電話予約

(月)(火)(水)(金)の午後3:30～6:00(祝祭日除

く)
後日、医療機関での窓口決済

サルスクリニック有明

江東区有明２丁目１－７

ガーデン モール＆スパ

１Ｆ
- https://salus-ar.reserve.ne.jp/sp/ 〇 web予約

平日：10:00-19:00

土曜日：9:00-17:00

日曜日：9:30-17:30

医療機関での窓口決済

東京ファッションタウン

ビルクリニック

江東区有明3-6-11TFTビ

ル東館3F
- 〇 初診時に直接 診療時間内 窓口決済

わらび内科・ペインクリ

ニック
江東区亀戸３－２－１３ 03-3681-2535 〇 〇 電話予約のみ

診療時間内に当院で診断もしくは当院より

配布されたキットで陽性が確認された方の

みの対応となります。

窓口決済のみ

医療法人社団桃医会小野

内科診療所

江東区大島1-33-15小野

ビル1階
03-3636-5505 〇 〇

診察時間に電話

して申込
電話にて指示、不規則 医療機関での窓口決済

医療法人社団千秋双葉会

大島耳鼻咽喉科・アレル

ギー科

江東区大島5-10-10 セン

トラルプラザ大島406
03-5626-1133 〇

直接お電話くだ

さい

月～金　9:00～12:00　14:00～18:30

土　　　9:00～12:00　14:00～17:00

日　　　9:00～12:30

後日医療機関での窓口決済(現金の

み)

こどもみらい大島クリ

ニック
江東区大島6-1-4-102 03-5627-7676

※予約制となりますので、受診をご希望の場

合まず初めにクリニックにお電話頂けますよう

お願い致します。

〇 〇 web予約 クレジットカード

https://aquakids.jp/
https://aquakids.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

あかねクリニック
江東区大島七丁目３８番

１５号
03-5875-3208 〇 〇

初診の方は電話

でお問い合わせ

ください

初診のＷｅｂは

不可

月～金　9：00～11：30・13：00～17：00

木曜日午後休診

日曜日・祝祭日・年末年始休診

クレジットカード決済のみ対応

医療法人社団慈映会　東

大島メディカルクリニッ

ク

江東区大島8-42-7サンピ

アット東大島２F201号室
- 　 〇 〇 LINE

月・火・木・金9：00～13：00、15：00～

18：00　土9：00～13：00　（水日、土午

後休診）
クレジットカード、銀行振込

小林クリニック
江東区大島４－１－６－

１０５
- https://kobayashi-c.net/ 完全予約制。電話かwebにて連絡下さい。 〇 〇

予約はwebから

のメールでお問

い合わせ下さ

い。

月・水・木・金は9:00~13:00と

16:00~19:00。火は9:00～12:00。土は９:00

～13:00。日祝休み

PayPay,銀行振込またはクリニック

窓口支払い

医療法人財団寿康会 寿康

会病院
江東区北砂2-1-22 03-3645-9151 〇 〇

電話予約　※か

かりつけの方の

み対応可

月～金　9：30～12：00　14：00～16：00

土　9：30～12：00　※土曜午後・日祝は

休診　

※当日の発熱外来状況によって電話診療の

件数を制限します

窓口支払又は銀行振り込

医療法人社団すこやか会

荒木医院
江東区北砂2-14-17 03-3644-6312

支払い方法は現在医療機関窓口決済となって

います。
〇

電話予約（再診

のみ）

月～水、金、土13:00~14:00
医療機関での窓口決済

おおぞら太陽クリニック 江東区北砂６－１－４ -
当院ではcuronアプリを利用してオンライン診

療を行っております。
〇

オンライン診療

アプリcuronに

て予約・診療

月、火、木、金　11:00～12:00

月～金　16:00～17:00
クレジットカード決済

柳沢ファミリークリニッ

ク
江東区北砂5-14-3-101 03-6458-7818 〇 電話予約 診療時間内

クレジットカード、クリニックでの

窓口決済

なおやこどもクリニック
江東区東砂7－19－13ベ

ルコモン南砂２０１
03-5653-0708 〇 〇 電話予約 木曜日を除く平日と土曜日の診療時間内 paypay あるいは窓口

わたなべ内科胃腸科 江東区東砂7-19-13-102 03-5617-1150 〇 〇 電話予約 診療時間内 現金のみ可

医療法人順齡會南砂町お

だやかクリニック

江東区新砂3-4-31 南砂

町ショッピングセンター

SUNAMO4階

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

ist/index/cid/m4521902

午前１２：３０まで 、午後１８：３０まで受

付。インターネットでご予約の上ご来院くだ

さい。小児は検査のみ対応可能。診察・投薬

希望の方は小児科受診をお願いします。

〇 〇

WEB予約（オン

ライン診療の

み）、電話診療

は不可

月～火、木～日　10:00-12:30 14:30-18:30

（水、祝日休診）
クレジットカード

医療法人社団祥宏会鈴木

医院
江東区南砂1-9-9 03-3644-0749 〇 電話予約

医療法人社団 だいだい

タムス耳鼻科クリニック

瑞江駅前

江戸川区瑞江二丁目１番

１５号 長塚第一ビル１階
03-5636-1061 遠隔診療は電話診療のみ 〇 電話予約

月～金　9：00～12：30　14：30~18:00

土　9：00～11：30　13：00～14：30 医療機関での窓口決済

医療法人社団 さくら 瑞

江総合クリニック

江戸川区瑞江二丁目１番

１５号 長塚第一ビル１

階・２階

-
https://ssc7.doctorqube.com/mizu

e-sougou/
遠隔診療は電話診療のみ 〇 電話予約

月～金　9：00～12：30　14：30～18：00

土　9：00～11：30　13：00～14：30
医療機関での窓口決済

医療法人社団佐々木胃腸

科内科医院
江戸川区江戸川3-35-3 03-3679-0188 必ず事前に電話で予約をしてください。 〇

電話予約、電話

診療のみ

月～水、金11：00-12：00　13：00-15：00

土11：00-12：00
医療機関での窓口決済

医療法人社団結樹会 リボ

ン・クリニック
江戸川区東瑞江2-34-18 - https://reborn-clinic.jp/?p=1309

発熱外来(PCR/抗原検査可能)は事前にアプリ

もしくはお電話にてご予約の上ご来院頂けま

すようお願いします。

〇 〇 web予約 月火金土 9:00-13:00 14:30-18:30など クレジットカードなど

瑞江診療所
江戸川区西瑞江３－４－

６ ＳＤコート１０５
03-3698-6096 　 〇

電話診療（かか

りつけ患者の

み）

後日当院窓口にて支払い

医療法人親和会 英診療所
江戸川区中央3-20-10 1

階
03-5661-5888 〇 〇 電話予約

月火木金8:45～11:45、15:00～17:00

土8:45～11:45 現金

医療法人社団 一之江消化

器内科クリニック

江戸川区一之江7-13-16-

101
03-3674-7149 〇 電話予約 月～土　12:00～13:00　日は休診 医療機関での窓口決済

リーレクリニック一之江
江戸川区一之江7-32-7

2階
03-5607-0050 〇 〇 電話予約 診療時間内 銀行振込、後日窓口決済

かみじょうこどもクリ

ニック

江戸川区松江2丁目1-19-

4階
03-5661-2121 〇

自院患者の再診

のみ電話診療可

能

診療時間内 窓口決済

同潤会医院 江戸川区松江2-15-11 03-3653-5511
来院前に電話連絡、予約制です。来院時は必

ず薬手帳をご持参ください。
〇 〇 電話予約

月～水、金11:00～12:00、17:00～18:00、

木土は休診
医療機関での窓口決済

光りえ在宅クリニック

江戸川区松島3-40-4

ロイヤル第一マンション

202号室

03-5607-7040 〇 電話 24時間 口座振替

杉山医院
江戸川区松島2丁目28番

６号
03-3653-2022 診療時間外の電話の受付はしておりません。 〇 〇

電話診療（診療

時間内のみ）

月・水（9：30～11：00、15：30～18：

00）

火（15：30～18：00）

木・日・祝は休診

家族・知人による窓口決済

医療法人社団誠江会 田中

医院
江戸川区平井6-30-1 03-3612-3352 〇 〇 電話予約

月・水・木・金9：00～12：30・15：00～

18：00

火・土　　　　9：00～12：30

医療機関での後日窓口決済

医療法人社団 清雅会

Shimizu Maternity Clinic

江戸川区平井６－２－３

０
03-3613-5555 〇

かかりつけ患者

のみの電話予約
２４時間 窓口決済

医療法人社団 だいだい

タムス耳鼻科クリニック

平井駅前

江戸川区平井三丁目２３

番１８号 光井グランドハ

イツ１階

03-5875-1161 遠隔診療は電話診療のみ 〇 電話予約

月～金　9：00～12：30　14：30~18:00

土　9：00～11：30　13：00～14：30 医療機関での窓口決済

医療法人社団 城東桐和会

タムス総合クリニック平

井駅前

江戸川区平井三丁目２３

番１８号 光井グランドハ

イツ２階

03-5875-3377 遠隔診療は電話診療のみ 〇 電話予約
月～金　9：00～12：30　14：30～18：30

土　　　9：00～11：30　13：00～14：30
医療機関での窓口決済

西外科胃腸科クリニック
江戸川区平井４-１５-２

０
03-3682-3756 〇 電話予約

月・火・金11:00~12:00,17:00~18:00  木

17:00~18:00　

土11:00~12:00　（水・日は休診）

医療機関での窓口決済

親和ハートフルクリニッ

ク

江戸川区平井2-24-16

東京育明会ビル１F２F
0336847150

混雑状況により予約が取り難くなる事があり

ますのでご了承下さい
〇 〇 電話予約

月曜～木曜　9：00～12：00、14：00～

17：00

金曜　9：00～12：00

医療機関での窓口決済

YACC CLINIC

江戸川区松本1－25－1

ル・ヴィラージュ松本1

階

-

https://patient.digikar-

smart.jp/institutions/e5cbcbe8-

fa2e-4380-a914-

dba339ac71b4/reserve?

〇 〇 web予約

月～火10:00~20:00

木～日10:00~20:00

（水曜は休診）

クレジットカード

医療法人社団 泰正会 成

光堂クリニック

江戸川区北小岩２－７－

６
03-3657-6576 〇 〇 電話予約 平日9：00～11：30土日祝日除く 窓口で現金のみ

医療法人社団あさかぜ会

北小岩胃腸科クリニック
江戸川区北小岩4-8-3 03-3672-2865 〇 電話予約 月火木金土16時30分から17時30分まで 医療機関での窓口決済

医療法人社団弘仁会　片

倉クリニック
江戸川区東小岩5-19-12 03-3658-0221 水曜・日曜・祝日は休診となります 〇 〇 電話予約

月・火・木・金・土

9：00～11：30　14：30～16：00
銀行振込・医療機関窓口での決算

医療法人社団 だいだい

タムスわんぱくクリニッ

ク小岩

江戸川区東小岩四丁目５

番２号 神奈川ビル１階
03-5612-3754 遠隔診療は電話診療のみ 〇 電話予約

月～金　9：00～12：30　14：30~18:00

土　9：00～11：30　13：00～14：30 医療機関での窓口決済

医療法人社団 だいだい

タムス耳鼻科クリニック

小岩

江戸川区東小岩四丁目５

番４号 金本ビル１階
03-5693-3349 遠隔診療は電話診療のみ 〇 電話予約

月～金　9：00～12：30　14：30~18:00

土　9：00～11：30　13：00～14：30 医療機関での窓口決済

医療法人社団 城東桐和会

タムス総合クリニック小

岩

江戸川区東小岩四丁目５

番２号 神奈川ビル２階
03-5612-3702 遠隔診療は電話診療のみ実施 〇 電話予約

月～金　9：00～12：30　14：30～18：00

土　9：00～11：30　13:00～14：30
医療機関での窓口決済

渡辺クリニック 江戸川区南小岩5-20-15 03-3657-6284
何かあったら来院も可能な距離にお住まいの

方に限らせていただきます。
〇 〇 電話予約 9：00－12：00  14：00－18：00 提携薬局で精算、銀行振込

医療法人社団幸訪会　こ

いわファミリー内科

江戸川区南小岩7-24-20

ファスタⅠ5階
03-6657-9385

当院で陽性診断を受けた患者様の電話再診の

み受付可能です
〇 電話予約 月～金　9：00～12：00　15：00～18：30 医療機関での窓口決済

養命閣医院
江戸川区南小岩7-19-22

MKビル一階
0336735333

診察、待機場所は屋外となります。ご了承く

ださい。
〇 電話予約

診療時間内(月～金:9:00-12:30,15:00-

18:30、土曜:9:00-12:30)

かかりつけ対応のみのため後日窓口

にて支払い

https://ssc7.doctorqube.com/ssk-clinic/
https://ssc7.doctorqube.com/ssk-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

アクアキッズクリニック
江戸川区南小岩7-24-20

FIRSTA I 5階
- https://aquakids.jp/

365日開院の小児科クリニック。対面とオンラ

インを組み合わせながら診療しております。受

診を希望される方はHPよりご予約ください。

〇 〇 web予約
水曜を除く月～日 9:00～18:00

水曜のみ 9:00～13:00
クレジットカード

医療法人社団社団ゆい

トータルケアクリニック
江戸川区西小岩1-21-23 0356125188 受診前に電話予約必須 〇

電話予約後の電

話診療のみ対応

月・水　　　10：00～12：00、15：00～

17：00

火・金・土　10：00～12：00

（木・日・祝は休診）

医療機関での窓口決済

医療法人社団つむぎ会 守

島医院
江戸川区西小岩1-16-6 03-3671-3711

診察、PCR検査、抗原キットの配布、いずれ

もまずはお電話ください。対応時間を指定さ

せて頂きます。

〇 〇 電話予約

月・火・木・金

9:00~11:00

14:00~16:00

医療機関での窓口決済

医療法人社団　望星会

小岩駅前診療所

江戸川区西小岩1丁目30

番4号 03-3657-6395 〇

電話予約　近日

中にWEB予約も

可

火曜日及び水曜日の15:00～18：00

但し電話の場合は診療時間内ならば可能
クレジットカード決済

医療法人社団 桐和会 タ

ムス総合クリニック篠崎

駅前

江戸川区篠崎町二丁目７

番１号 イーストハイム篠

崎１階

03-5666-1331 遠隔診療は電話診療のみ実施しています。 〇 電話予約
月～金　9：00～12：30　14：30～18：00

土　9：00～11:30 13:00~14:30
医療機関での窓口決済

しのざき耳鼻咽喉科クリ

ニック

江戸川区篠崎町2-7-1

イーストハイム篠崎2階
03-5243-8177

発熱外来ご希望の方はあらかじめ電話、もし

くはWEBで予約をお願いします。
〇 〇 電話予約 銀行振込

医療法人社団 だいだい

タムスわんぱくクリニッ

ク篠崎駅前

江戸川区篠崎町二丁目７

番１５号 エスタシオン

篠崎１階

03-5879-8871 遠隔診療は電話診療のみ 〇 電話予約

月～金　9：00～12：30　14：30~18:00

土　9：00～11：30　13：00～14：30 医療機関での窓口決済

医療法人社団 城東桐和会

篠崎駅前にこにこクリ

ニック

江戸川区篠崎町二丁目７

番１５号 エスタシオン

篠崎１階

03-3677-7773 遠隔診療は電話診療のみ 〇 電話予約

日　9：00～12：00　13：00～13：30

 医療機関での窓口決済

けい内科クリニック谷口

内科
江戸川区南篠崎町3-6-4０３－６６３８－７０２２

受診を希望される方は、来院前に必ずお電話く

ださい。
〇 〇 電話予約

月～金9:00～12:30　15:00～18:30

土9:00～12:30

水曜、祝日休診

医療機関での窓口決済

医療法人社団 木かげ会

わたなべ医院
江戸川区江戸川4-22-4 03-3656-3232 〇 電話予約

月-金17:30-18:00 土12:30-13:00

(水・日は休診)
医療機関での窓口決済

医療法人社団 ナイズ

キャップスクリニック北

葛西

江戸川区北葛西五丁目１

５番２号
- https://caps-clinic.jp/yoyaku/ 〇 〇

https://caps-

clinic.jp/yoyaku

/

月～日(祝日)

内科：12:00～12:30　15:00～15:30　18:00

～18:30

小児科：12:00～12:30　15:00～15:30

クレジットカード、銀行振込

医療法人社団千秋双葉会

東京みらいクリニック葛

西

江戸川区中葛西5丁目-

34-8 須賀ビル1階
03-3680-5560

月曜日AM、木曜日PM大人の発熱外来（耳鼻

咽喉科）対応可能。土曜日１５歳未満のお子

さんとかかりつけの保護者のみ発熱外来対応

可能。月～土中学生以下の発熱外来対応

〇 電話予約 月～土8：40～13：00、14：50～17：30 医療機関窓口で現金支払いのみ

医療法人社団 安藤内科医

院
江戸川区東葛西6-15-16 03-3689-7309

お問い合わせは、診療時間内にお願い致しま

す。木、土は午後休診。日、祝日は休診で

す。

〇 〇

診療時間内に医

院にお電話くだ

さい。

9:00～12:45：(月)～(土)

14:00～17:45：(月)～(水)、(金)

クレジットカード　(オンラインア

プリ　クロン使用)

柴山泌尿器科・内科クリ

ニック

江戸川区東葛西6丁目1番

17号
03-5675-7223 〇

電話で遠隔診療

時間をご予約い

ただく。

当院診療時間内 窓口決済

医療法人社団ギブネス 葛

西よこやま内科・呼吸器

内科クリニック

江戸川区東葛西5-1-2 第

2吉田ビル3階
03-3877-1159 〇 電話予約 月火水金 9:00~12:00, 15:00~18:00 医療機関での窓口決済

医療法人社団周桃会 まな

べファミリークリニック

江戸川区南葛西６-１２-

７
03-3869-1525 〇 電話予約

月、火、木、金　16：00～17：00

水11：30～12：30

土曜日15：30～16：30

医療機関での窓口決済

医療法人社団 ナイズ

キャップスクリニック西

葛西

江戸川区西葛西六丁目１

２番１号 関寅ビル第２

１階

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

ps-clinic.jp/yoy

月～日(祝)

12:00～12:30

18:00～19:00

クレジットカード、銀行振込

医療法人社団 だいだい

タムスわんぱくクリニッ

ク西葛西駅前

江戸川区西葛西三丁目１

５番１３号 第一江の本

ビル２階

03-5679-7681 遠隔診療は電話診療のみ 〇 電話予約

月～金　9：00～12：30　14：30~18:00

土　9：00～11：30　13：00～14：30 医療機関での窓口決済

しゅんしゅんキッズクリ

ニック
江戸川区西葛西6-6-1 -

https://ssc7.doctorqube.com/ssk-

clinic/
　 〇 〇 web予約のみ。 同上 小児のみのため、支払いなし

医療法人　だいだい

タムス耳鼻科クリニック

西葛西駅前

江戸川区西葛西３－１５

－１３　第一江の本ビル

１F

03-6808-8220 遠隔診療は電話診療のみ 〇 電話予約

月～金　9：00～12：30　14：30~18:00

土　9：00～11：30　13：00～14：30 医療機関での窓口決済

医療法人社団　慈映会

西葛西メディカルクリ

ニック

江戸川区西葛西6-18-

3KIRAKU2　B棟1階-A
-

ホームページよりLINEの友だち登録後「オン

ライン診療希望」とLINE、保険証・ご住所の

分かる身分証明書を添付。ビデオ通話で診療い

たします。※予約不可

〇 〇

HPよりLINEの

友だち登録後、

オンライン診療

希望とLINE

月・火・水・金9：00～12：00、15：00～

17：00、土11：00～12：00

クレジットカード（VISA、

mastercard）、銀行振込

飯室皮膚科

江戸川区船堀一丁目4番

13号　シャンサール船堀

2階

- 　 〇 〇

WEBよりオンラ

イン診療の予約

ができます。

火　水　金　土　10:00～12:00　14:30～

16:30

クレジットカード、銀行振込、医療

機関での窓口決済

船堀ゆり医院
江戸川区船堀1-4-13

シャンサール船堀2F
03-5605-3301 〇

再診電話のみ対

応
医療機関での窓口決済

医療法人社団順禮拓海会

江戸川ホームケアクリ

ニック

江戸川区船堀４－３－６

リベール船堀６階
03-5667-6221 〇 〇 電話予約 月～金　9：00～12：00、13：00～17：00 銀行振り込み、窓口決済


