
○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　新町クリ

ニック

青梅市新町３－５３－５
0428-31-5377 〇

かかりつけ患者

のみ

電話診療のみ

月・火・水・金　9：00～10：30（木・

土・日祝日対応不可）


窓口決済

青梅耳鼻咽喉科 青梅市新町2-16-2 0428-34-9833

隔離室で医師が診察し、必要と判断した場合

にコロナ抗原定性検査、インフルエンザ抗原

定性検査など実施いたします。来院前に電話

でご相談ください。

〇 web予約
月火木金　8：50-9：00　14：20-14：30

土　8：50-9：00
クレジットカード

医療法人社団救人会 東青

梅診療所
青梅市東青梅1-7-5 0428-25-8651 〇

電話予約　定期

かかりつけ患者

のみ

外来窓口支払い

進藤医院 青梅市千ヶ瀬町6-797-1 0428-78-3111 電話のみ。保健所等からの依頼のみ。 〇 〇
保健所等からの

依頼

月～水、金9：00～12：00、15：00～17：

00

医療法人社団杏邦会西村

医院
福生市熊川927 042-553-0182 第1木曜日は14時まで休診です。 〇 電話予約のみ

平日9時より18時　土曜9時より12時まで

（日曜祭日休診日を除く）
医療機関での窓口現金決算

島井内科小児科クリニッ

ク

福生市牛浜118?1　ｺｰﾄｴ

ﾚｶﾞﾝｽElle-K2F
042-553-6151 〇 〇 電話のみ

羽村相互診療所 羽村市神明台1-30-5 -
小児対応が不可の日もあり、要連

絡。
〇

かかりつけのみ

対応。
診療可能時間と同じ 後日支払い（窓口・現金）

医療法人社団深望会あき

るの杜きずなクリニック
あきる野市五日市149-1 -

https://ssc3.doctorqube.com/kizun

a-cl/

発熱患者専用の予約枠は閉鎖しました。発熱

診療を希望の場合は、一般診療枠で予約しても

らい、空間を分けて診療を行います。

〇 〇 Web予約

月～水、金　１３時～１４時、　１８時～

１９時

木　１５時半～１８時　　土　１３時～１

８時

クレジットカード

あきる野総合クリニック あきる野市草花1439-9 042-518-2088 　 〇 〇 電話予約 月～日　9:00~10:00
クレジットカードのみ（事前登録が

必要）

あべクリニック あきる野市瀬戸岡474-6 042-558-7730 　 〇 電話再診のみ 月火木金土9:00-11:00 窓口決済

医療法人社団 桜幸会 さ

くらクリニック
あきる野市野辺1003 042-559-0118 〇

当院指定の特定

の患者のみ電話

再診受付

奥野医院 あきる野市下代継95-11 0425592568 　 〇 〇 電話予約 火曜～金曜9:00～15:00 銀行振込

医療法人社団あすく　ま

つむらこどもクリニック
あきる野市引田225-101 042-559-3322

当院ではPCRや抗原検査は行っておりません。

症状のある方に対する診療を行っております。
〇 〇

診療中は対応で

きませんが、電

話で状況により

対応させていた

だき

診療時間のみ 窓口で後日支払い可

社会福祉法人双葉会診療

所

西多摩郡奥多摩町海沢

500番地
0428-83-3454 〇 電話予約 月~金17：00~17：30 窓口決済

医療法人社団敏誠会　敏

久内科クリニック
八王子市暁町2-4-9 - https://www.toshihisanaika.jp/

発熱外来をご希望の方は、まずはお電話にて

ご予約ください。一般診療の方がいるため直

接のご来院は、ご遠慮いただきますようお願い

いたします。

〇 〇
電話またはweb

予約

月火水金土9:30～11:30月火水金16:00～

17:30
クレジットカード

富士森内科八王子リウマ

チ膠原病クリニック

八王子市東町1-6　橋完

LKビル1階
042-649-2722 　 〇 〇 電話予約

月・水～金10:00～18:00

火・土10:00～11:00
医療機関での窓口決済

医療法人社団おなか会 お

なかクリニック
八王子市旭町12-12 042-649-1547 〇 〇 電話予約

電話予約時間：月曜～土曜　9：00～12：

00
銀行振込

医療法人社団優湧会 おが

たクリニック

八王子市西寺方町624番

地1、1階
042-651-3714

令和4年11月19日（土）は臨時休診となりま

す。
〇

電話にて診察順

番の予約
一般診療時間内 医療機関での窓口決済

医療法人社団おがわクリ

ニック

八王子市堀之内3－35－

13 谷合ビル２F202号
042-670-3391

日曜日は第1，3週のみ抗原定性反応による検

査を実施しています。予め電話でご連絡くださ

い（人数制限あり）

〇

当院で陽性と判

定された方のみ

電話再診に対応

木曜日を除く平日９：００～１８：００

土日９：００～１２：００（日は第１，３

週のみ）

窓口決済

医療法人社団めぐみ会 南

大沢メディカルプラザ

八王子市南大沢2-25

フォレストモール2階
042-670-2460

当院の検査でコロナ陽性と診断された方に限

り電話診察を実施しています。
〇

当院の検査で陽

性になった方の

み電話診察可。

電話で要確認。

月～金9：00～18：00　土日祝9：00～16：

00
銀行振込　医療機関での窓口決済

医療法人社団めぐみ会 南

大沢メディカルプラザ2

八王子市南大沢2-25

フォレストモール2階
042-670-5922

ご受診希望の際はお電話にてお問い合わせく

ださい。
〇 電話予約 診療時間内 銀行振込

医療法人社団 慈育会 エ

ヴァーグリーンこどもク

リニック

八王子市上柚木２ー５ー

４
042-682-5830

妊婦様で検査陽性の場合、ご自分でかかりつ

け産婦人科へご連絡していただきます。電話診

療は、当クリニックの患者様及び家族の方が

対象です（窓口決済）

〇

電話予約のみ。

折り返しの電話

となります。

通常診察時間内 医療機関での窓口決済

医療法人社団 愛友会 中

濵クリニック
八王子市鑓水2-175-9 - 〇 WEB予約 月・火・木・金・土　16：00～16：30 クレジットカード支払い

北野内科クリニック 八王子市北野町562-4 042-643-1555 〇 電話予約

月から水(10時から11時)金から土(10時から

11時)               

月から水(16時から16時30分)金(16時から16

時30分)

医療機関での窓口決済

宮武医院 八王子市片倉町1221-26 - 〇
当院指定のアプ

リから予約

月火金07:00-08:00、18:30-19:30

水土07:00-08:00　(木日祝は休診)
クレジットカード決済

医療法人社団 健稜会 み

なみ野シティクリニック

八王子市みなみ野５－１

５－１ １F
042-632-5500 〇

電話予約（コロ

ナ陽性の方の

み）

診療時間内に電話をしてもらい、時間を決

定する。

富士森内科みなみのクリ

ニック

八王子市西片倉3-1-21第

1みなみ野クリニックセ

ンター2F

042-635-6711 〇 電話・WEB 診療時間内
クレジット・窓口清算・銀行振り込

み

みなみ野循環器病院 八王子市兵衛1-25-1 042-637-8101

受診希望の方は、13時から15時（月曜日から

日曜日）の間に必ず事前電話連絡をお願い致

します。

〇 電話予約 月から日：9時から17時 都度相談下さい

加藤醫院 八王子市七国4-9-3 - 〇 〇
curonアプリを

ご利用ください
クレジットカード

医療法人社団実穂会渡辺

医院

八王子市長房町373-2渡

辺ビル１階
042-663-3263 〇 〇 電話予約

月、火、木、金　8:45～11:00　14:45～

17:00

土　　　　　　　8:45～11:00　14:45～

16:00

現金決済のみ

八王子保健生活協同組合

城山病院

八王子市元八王子町3-

2872-1
042-665-2611 〇

電話診療のみ対

応

医療法人社団 かけい医院
八王子市台町３－１７－

５
042-622-4093 なし

発熱外来は電話にて予約制になっています。

またオンライン診療もご活用ください。
〇 〇 Web予約 月・水・金　11：00～12：00 クレジットカード

医療法人社団 清泉会 富

士森内科クリニック

八王子市台町２－１４－

２０
- 　 〇 〇

オンライン診療

アプリYaDocで

の予約

月～水・金15:00~18:00、木14:00~16：00
銀行振込、インターネット決済、医

療機関での窓口決済

永生クリニック 八王子市椚田町588-17 042-661-7780 〇 電話予約 月～土9：00～15：00 現金のみ

豊川小児科内科医院
町田市つくし野２-１８-

１８
042-795-4465

検査の受付は検査開始時間の１時間前で締め

切らせて頂きます。抗原検査は在庫の状況に

よって出来ない事もあります。

〇

最初（初診）は

必ず対面診療を

行い、その後の

再診は電話申し

込み

平日の9:30~10:30のみ

いのうえ内科クリニック
町田市鶴間１－１８－１

3 南町田駅前診療館2階
042-706-2630 〇 〇 電話予約

火、木、金12:00~14:00、17:00~18:00、土

12:00～13:00（月、水、日は対応不可）

はなみ内科
町田市鶴間1-19-35南町

田クリニックビルI 3F
042-796-1111

発熱・検査外来は予約制です。受診前に必ずお

電話をお願い致します。定数に達している場合

は予約をお断りさせていただきますのでご了

承ください。

〇

当院でPCR検査

を受け、陽性の

場合のみ電話再

診可能。



診療時間内。但し、通常の対面受診を優先

するので、折り返し連絡。

南町田かず耳鼻咽喉科・

アレルギー科

町田市鶴間１－19－1南

町田クリニックビルⅡ
042-795-3311

当院の検査で陽性となった、コロナ陽性者に

限り電話再診を実施しています。
〇

コロナ陽性者に

限り電話再診を

しています。電

話で要確認。

金、日、祭日は休診。診療日の主に昼休み

時間帯。
窓口決済

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



○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

うたはし耳鼻咽喉科

町田市原町田４－２－２

メディカルスペース町田

２０１号

- 　 〇 〇 web予約
月・木14:30～14:50　火・金13：00～13：

30　14：30～14：50
クレジットカード

医療法人社団稲垣耳鼻咽

喉科医院
町田市原町田6-22-15 042-722-3115

電話診療は、陽性判定（自己抗原検査または

民間PCR検査）が出ている方の確定診断、処

方を対象とします。

〇 〇 電話予約 診療時間内 クレジットカード

黒江医院 町田市原町田6-24-11 042-722-3313 　 〇 電話予約

仁愛医院 町田市高ケ坂6-19-31 - 〇 〇 web予約

町田エールクリニック 町田市中町1-9-22 042-739-5533 〇 電話予約

月～金 9：00～12：00　15：00～18：00

土 9：00～12：00


医療機関での窓口決裁

町田駅前内科クリニック
町田市森野1-39-16渋谷

一樹ビル3階
- 〇 〇

当院ホームペー

ジよりオンライ

ン診療利用方法

を確認下さい

月～金12:00～12:30 18:00～18:30 クレジットカード

医療法人社団 はやしクリ

ニック分院

町田市 本町田2943-1 マ

ンション・サンライズヒ

ル１階－２０２号室

042-720-8868

かかりつけの医療機関がある場合は、まずそち

らへのご相談をお願いしております。

初めて受診される方は、保険証・医療証等を

お忘れずにご持参ください。

〇

お電話でご相談

の上、電話診察

可能と判断した

場合のみ予約。

受付・診療時間と同じ
後日、医療機関での窓口決済（現金

のみ）

医療法人社団 久田会 久

田内科・呼吸器内科クリ

ニック

町田市忠生3-20-2 042-793-4114
発熱外来は予約制です。web予約か電話での予

約が必須です。
〇 〇 web予約

月～日（水曜日以外）12時～12時30分　1

名

月～金（水曜日以外）15時30分～16時　1

クレジット決済

医療法人社団 はやしクリ

ニック

町田市 忠生2-28-7  ロイ

ヤルヒルズK１階
042-793-3055

かかりつけの医療機関がある場合は、まずそち

らへのご相談をお願いしております。

初めて受診される方は、保険証・医療証等を

お忘れずにご持参ください。

〇

お電話でご相談

の上、電話診察

可能と判断した

場合にのみ予

約。

受付・診療時間と同じ
後日、医療機関での窓口決済（現金

のみ）

医療法人社団おおぞら会

つばさクリニック町田

町田市忠生25番地11 忠

生ビル1-A号室
042-794-6811

訪問診療をメインで行っております。発熱外

来は完全予約制となっているため、必ず事前

にお電話にて空き状況をご確認ください。

〇 電話予約 月～土17:00~18:00 銀行振込

医療法人社団 藤栄会 た

だお整形外科内科
町田市忠生2-28-5 -

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

bf370f2e4b62242df9ea815
〇 〇 WEB予約

・月、火、水、金→9：30～13：00　15：

30～17：30　・土→9：30～13：00　15：

30～16：30　（祝日は休診）

クレジットカード決済

医療社団法人じゅうめい

会　木曽診療所
町田市木曽東4-21-37 042-791-2088 〇 〇 電話予約

月～土9：00～11：30　15：00～17：30

（木・土は午後休診）
現金のみ

西村内科 町田市根岸2-33-3 042-793-2677

ＰＣＲ検査は外注もしくは地域医師会のＰＣ

Ｒセンターに連携を行います。当院ですぐに

対応可能なのは抗原定性検査です。

〇

電話のみ（かか

りつけ、再診の

みです。）

診察時間内 後日窓口決済

医療法人社団 公朋会 西

嶋医院
町田市成瀬台3-8-18 042-726-7871 　 〇 電話予約 月～土　9：00～12：00 医療機関での窓口決済

なるせクリニック 町田市西成瀬1-57-17 042-721-6686

電話予約必須。予約は10時から。自院かかり

つけ患者優先。予約枠が埋まりしだい受付終

了。

〇 電話予約 診療時間内で一般外来の状況をみて対応 窓口決済

青木医院 町田市相原町810番地 042-770-4114

まずは、お電話をください（完全予約制で

す）。55歳以上、または基礎疾患の有る方を

優先しますが、枠があれば、これら以外の方

も、当日でもお受けします。

〇 〇
電話予約制（完

全予約制）です
月～水・金・土は8：30～11：10

当院駐車場での現金決済で、支払日

時も完全予約制です

キッズクリニック智 町田市相原町1652-1 042-700-6315
小児のみ。必ず初診は対面診察。窓口に必ず

電話してから受診を！
〇

初診は対応不

可。再診のみ、

電話で窓口に申

込対応。

通常診察時間内に電話受付のみ（受付時

間：月・火・水・金9:00-11:40,15:00-

17:40、土9:00-11:40)
医療機関窓口のみ（後日支払い可）

医療法人社団さくらメ

ディカルクリニック

町田市常盤町3200-1ルー

ラルヒルズ2FA
042-797-9671 　 〇

電話及びweb予

約
月から水、金曜日の14時から14時半 クレジットカード

多摩境きむらクリニック
町田市小山ヶ丘５－２－

６
042-774-1700 〇 〇 電話予約 診療時間内 医療機関での窓口決済

多摩境内科クリニック

町田市小山ヶ丘3－24 多

摩境クリニックビル３０

３号室

- 〇 〇

スマホのショー

トメッセージ

080-8056-2651

午前９時から１１時間 クレジットカードか銀行振り込み

医療法人社団誠裕會 鶴川

レディースクリニック
町田市能ヶ谷3-1-5 042-737-7271 〇 電話で対応 通常の診察時間内 医療機関での窓口決済

増子クリニック 町田市能ケ谷7-11-5 042-735-1499
電話対応です。保険証等はメール添付、

ファックスで確認します。
〇 〇 電話予約

月から金曜9：00～13：00,15:00～18：00

土曜9：00～12：00
銀行振込　医療機関での窓口決済

医療法人社団 鶴川内科ク

リニック
町田市鶴川2-17-1 042-734-1958

かかりつけ患者さんのみの対応になります。

必ず電話連絡をしてから来院してください。
〇

電話でご相談く

ださい。
銀行振込

医療法人社団あかね会鶴

川診療所

町田市鶴川6-7-1レクセ

ル鶴川202
042-735-2387

コロナワクチン、インフルエンザワクチン接

種が不定期にありその場合は発熱外来なし。

必ず窓口電話にてご確認ご予約をおとり下さ

い。

〇

直接電話予約を

頂き当院から対

応可能時間にご

連絡致します。

平日9:00～1０:00　当院診断の再診のみ対

応可能
医療機関での窓口決済

村野小児科アレルギー科 町田市野津田町1083 042-735-5777

受診のご希望が殺到しているため対面、オンラ

イン共にかかりつけの小児の患者さんに限定

しています。人数が達するとお断りさせていた

だく場合もあります。

〇

要電話予約。か

かりつけ患者の

み。オンライン

可不可は医師が

判断

月、火、水、金　9:00～17:30

土　9:00～11:30
クレジットカード

一般財団法人ひふみ会ま

ちだ丘の上病院
町田市小野路町11-1 042-735-3731 〇 〇

WEB予約（電話

またはＬＩＮＥ

ドクター登録で

の予約）

電話診療は診療時間内に相談の上対応しま

す。ＬＩＮＥドクター月～金9：30～12：

00、14：00～16：30

医療機関での窓口決済。クレジット

カード、銀行振込

若山クリニック 町田市金井2-3-18 080-4156-5178 〇 〇
申し込みは電話

予約

月～金　9:00~19:00(木曜は休診）

土　9:00~13:00

クレジットカード（オンライン診

療、電話診療）、窓口（電話診療

医療法人社団 泰大会 薬

師台おはなぽっぽクリ

ニック

町田市薬師台1-25-12 薬

師台メディカルテラス
042-737-7373 〇 〇 電話予約 同上

医療機関での窓口決済（現金もしく

はクレジットカードのみ）

医療法人社団仁悠会しな

がわ内科・循環器クリ

ニック

町田市山崎町333-1 042-791-1545

発熱外来の受診を希望される方は必ず事前に

お電話での問い合わせをお願いいたします。

受診の予約をとられた方は来院前にWEB問診

の入力をお願いいたします。

〇

オンライン診療

システム

「curon」より

予約。

月、火、水、金9:30～11:00、15:00～17:30

土9:30～11:00（木日祝は休診） クレジットカード(アプリ決済）

高瀬内科クリニック
日野市新町1-20-3 エス

ペラール1F
042-582-7228 〇 電話予約 電話で時間指定予約　人数に制限あり 後日医療機関での窓口決済

医療法人社団仁智会 鈴木

内科クリニック

日野市高幡1009-7 TIKビ

ル2F
042-599-7021

8/10～8/17まで夏季休暇になります。ご理解

の程よろしく
〇

再診の方のみ。

必ずお電話くだ

さい。

月、火、木、金9:30～18:45  (12:30～15:00

昼休み)

土9:30～13:00
医療機関での窓口会計にまります。

もぐさ園 三沢台診療所 日野市三沢2-12-13 - 〇

陽性者に対し、

医療機関から連

絡

適時

医療機関での窓口決済、現金書留に

よる郵送

日野みんなの診療所 日野市東豊田2－16-3 -

https://hino-minnano-

clinic.com/general/index.php#fever

_outpatient

通常診察、救急診療と並行しての検査をおこな

うため、お待ちいただく場合がございます。ご

了承ください。

祝日も対応しております。

〇 〇
Web予約 月・水・木・金・土・日 9:00~20:00（火曜

は休診）
後日、窓口決済。

医療法人社団康明会康明

会病院
日野市豊田2-32-1 042-584-5251 〇 〇

下記対応可能時

間内に電話で連

絡

月～土　9：00～12：00、13：30～15：30
医療機関での窓口決済

医療法人社団報健会 胃腸

内科・下肢静脈瘤 森末ク

リニック

日野市多摩平 1-4-19 藤

ビル2階
-

https://clinics-

app.com/clinic/5e09bbc67c85e533

25113878

オンライン診療でのコロナみなし陽性は行っ

ておりませんので、ご了承お願い致します。
〇 〇

ホームページ参

照クリニクスか

らオンライン診

療予約をして下

さい

クリニクスのオンライン予約を行って下さ

い。
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

武井小児科 多摩市関戸2-69-3 042-357-3030 〇 〇 電話予約
月、火、木、金：9:30~11:30、15:30~17:30

土：9:30~13:30
医療機関での窓口決済

医療法人社団　貝取内田

医院

多摩市貝取1丁目52-1

ノーブル貝取1階
042-389-3646

発熱者は電話診療のみ対応可能。検査は電話

診療後に検査キットを院外で受け渡しとなり

ます。駐車場3台あり。現在大変込み合ってお

り、電話が繋がりにくくなっております。

〇 〇 電話
月・火・木・金9:00～12:00、15:00～18:00

水・土9:00～12:00（午後休診）
医療機関での窓口決済

多摩永山腎内科クリニッ

ク

多摩市永山１丁目４番地

永山センター1号館510号

室

042-311-2417 〇 電話予約 月水金10:00~15:00、火土10:00～12:00 医療機関での窓口決済

医療法人社団翔和仁誠会

たかまつ耳鼻咽喉科クリ

ニック

多摩市永山1-14-12

キャスケード1、1F
042-371-1187

発熱、のどの痛みなど、風邪のような症状が

ある場合は、新型コロナウイルス感染症への感

染が考えられます。感染拡大を防ぐため、受

診前に電話でご相談ください。

〇 〇
①電話受付

②ＨＰより受付

①電話受付：午前9時10分～11時/午後14時

10分～16時

②ＨＰより受付：9時～17時申込　翌診療日

午前診療中

　　17時～24時申込　翌々診療日午前診療

中

銀行振込

にしだこどもクリニック
多摩市永山1-2-14フロー

ラ永山1F
042-376-1001 〇

当クリニックで

新型コロナと診

断し経過観察中

の方の電話予約

9:00～12:30、14:30～18:00、(水、土、祝日

は休診)

支払い発生の際は医療機関での窓口

決済

耳鼻咽喉科多摩センター

クリニック

多摩市落合1-9-3　セゾ

ン・ド・大貫　4F
0423768711 〇

web予約・電話

予約

電話受付：午前10：00～12：00・午後15：

00～17：00

web:午前9：00～午後24：00
銀行振込・医療機関窓口

医療法人社団慈育会　江

崎小児クリニック
多摩市落合３－２０－２ 042-376-5225

お手数ですが、お電話にてご予約お願い致し

ます。妊婦様の検査は可能ですが、検査のみ

の対応です。その後の対応は、ご自分でかか

りつけ医にご相談いただく必要があります。

〇

電話でのご連絡

のみ。折り返し

ご連絡する事に

なります。

月・火・水・金　9：００～１２：００　１

５：００～１７：００

土９：００～１２：００

木、日祝は休診

医療機関での窓口決済

医療法人社団めぐみ会 田

村クリニック2

多摩市落合1-35 ライオ

ンズプラザ多摩センター

３階

042-357-3671 〇 〇

要電話予約。電

話診療のみ対

応。

平日9：30～12：30、14：00～17：30。

土曜9：30～12：30。

予約枠が埋まっている場合は対応不可。

銀行振込。

地方独立行政法人東京都

立病院機構　東京都立多

摩南部地域病院

多摩市中沢2-1-2 042-338-5111 　 〇 電話予約 8：30～17：15 次回診察時に窓口で支払い

医療法人社団 いしがき医

院
稲城市大丸3051-1 042-401-3733 　完全予約制（ｗｅｂ予約か電話予約） 〇 電話予約 診療時間と同じ 窓口、現金のみ

なかお内科クリニック

稲城市東長沼３１０７－

４ 京王リトナード稲城3

階

-

https://www.nakao-naika-

cl.com/news/2020/546/#OnlineInf

o

当院では新型コロナウイルスのPCR検査、抗原

検査は実施しておりません。またオンライン診

療をお勧めしております。ご了承ください。小

児は小学生以上に対応しております

〇 〇 web予約 クレジットカード

もりこどもクリニック 稲城市若葉台4-18-4 042-350-6977 〇 〇
電話で相談

診療時間内 窓口決済

鈴木慶やすらぎクリニッ

ク
立川市若葉町3－3－3 042-536-2336

発熱外来専用電話（042-536-2336）へお電話

下さい。回線が混雑し繋がりにくくなっており

ますこと、ご了承下さい。

〇 〇 電話予約 月～土　8：30～12：00　14：00～18：00 窓口決済　クレジットカード

医療法人社団クローバー

会
立川市栄町2-59-16 042-534-1131 無し　電話予約のみ

電話予約のみになります。担当医不在時は予

約は不可能です。
〇 電話予約

月・火・金：12時半～14時
医療機関での窓口決済

柏町内科・消化器内科ク

リニック

立川市柏町3-32-1ネオプ

レジオ1F
042-538-1916

必ず事前に電話連絡をお願いします。定員に

なっている場合や臨時休診の場合がありま

す。

〇

初診を対面診療

した方のみ、電

話予約。

営業時間内に電話し調整 後日、来院で窓口決済

楓クリニック ららぽーと

立川立飛

立川市泉町935-1 らら

ぽーと立川立飛1階

15100

- https://kaedeclinic.jp/
オンライン診療のご予約は当院ホームページ

からお願い致します。
〇 〇

Web予約となり

ます。

時間につきましては日によって異なります

ので、ホームページより詳細を確認願いま

す。

クレジットカード決済となります。

玉置クリニック 立川市錦町2‐3‐13 050-3146-7470 〇

電話予約のみ、

当院より可能な

時間にかけ直し

対応

診療時間内 医療機関窓口にて決済

こども支援総合クリニッ

クもりかわよしゆき小児

科

立川市柴崎町2-1-8 第2

中島ビル301
042-540-6525 〇

電話予約（9-12

時）

月―水　13-14時、金―土　13-14時、木日

は休診
医療機関での窓口決済

諏訪の森クリニック
立川市柴崎町２－１７－

２１－２Ｆ
042-521-0022

適応を見極めるため電話での問い合

わせ必須です。SOKUYAKUまたは

CLINICSで予約

自主検査結果、無料PCRセンター検査結果済

みの方はオンラインでの診断・処方が可能で

す。

薬事承認済みのものであれば、TELでその旨を

お知らせください。

〇 〇

電話にて検査済

み陽性確認後、

指定時間に予約

となります。

電話での事前確認が必須です。月火水木金

の15時以降、可能な時間で予約枠を指定い

たします。

医療機関窓口Or振り込み、CLINICS

からはカード決済可能

医療法人社団緑萌会重城

内科クリニック
立川市上砂町1-2-3 042-538-7431 〇 〇

電話診療のみ。

オンライン診療

は行っていな

い。

電話予約

月・火・水・金　9：00～12：00　14：00

～18：00

木・土　9：00～12：00

後日窓口決済

医療法人社団アモル会し

んクリニック

昭島市中神町1176－17

アーバンパレス中神1階
042-519-2721 〇

電話診療のみ対

応なので、電話

で予約。

月・火・水・金9:00～12:00、15:00～16:00

木・土（除第3）9:00～13:00
窓口決済

昭島相互診療所 昭島市福島町908-17 042-545-2712
小児の方、妊婦の方は診療ができませんので

ご了承下さい。
〇 〇 電話予約 8:45～12:00 現金のみ

のむらクリニックスクエ

ア
国分寺市本多1-8-3 - 〇 〇

Curon?

https://app.cur

on.co/

月・火・木・金　8：00~11：00　14：

00~15：30

土　8：00~11：00

水曜は休診

クレジットカード

医療法人社団創青会

あおいクリニックー駅

ホーム西国分寺－

国分寺市国分寺市西恋ヶ

窪２丁目１番１８号

nonowa西国分寺中央線

上りホーム８０７

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

oi-nishikoku
〇 〇 Web予約

予約システムにて対応時間をご確認くださ

い。

クレジットカード、現金、デジタル

支払い各種

医療法人社団　蛍仁会

東元町内科クリニック

国分寺市東元町４－１４

－１東元町エムビル３０

１

042-324-5688 〇 電話予約 通常の診療終了後、不定期 銀行振込み

医療法人社団 実幸会 武

蔵国分寺公園クリニック
国分寺市西元町2-16-34 042-320-4970 〇 〇 電話予約 HPをご覧ください。

医療機関での窓口決済、後日振り込

み

医療法人社団碧桐会国立

駅前あき乃クリニック

国立市北1-7-1-126ク

レッセント国立ディアナ

プレイス

042-580-1255

かかりつけの基礎疾患を持つ患者様をお受け

しております。予約制のため必ず事前にお電話

お願いします。人数が限られているため当日診

察できない場合がございます。

〇

当院かかりつけ

の患者様のみ電

話予約にて診療

可能です。

当院診療時間に準ずる 応相談

青葉医院 国立市北3-15-2 042-527-1219 　 〇 〇 電話予約
診察時間に電話いただき対応

窓口決済等

さくら通りクリニック
国立市富士見台3丁目22

の25
042-580-0075 〇 〇

電話でお願いし

ます。
適宜行います

医療機関での窓口精算　クレジット

カード不可

三多摩医療生活協同組合

くにたち南口診療所

国立市中１－１６－２５

シャトレクインテス国立

ビル１階

042-577-8953 〇

電話相談

　☆ 風邪症状の

外来受診後の体

調変化の相談対

応

月火木金9：00～19：00

水9：00～17：00

土9：00～12：00

医療機関での窓口決済

桜が丘内科クリニック 東大和市桜が丘2-204-3 042-569-8632 〇 電話予約

東京都立東大和療育セン

ター

東大和市桜が丘三丁目４

４番地の１０
042-567-0222 事前にお電話にてご相談ください。 〇 電話予約 月～金　9:00～17:00 当センター窓口決済、銀行振込

向日葵クリニック 武蔵村山市学園3-88-2 042-562-1983
抗原キットをご希望の方はお電話にて確認

後、申込書を記載の上来院して下さい。
〇 〇 電話予約 診察時間内 医療機関での窓口決済

医療法人社団もかほ会 武

蔵村山さいとうクリニッ

ク

武蔵村山市大南3-68-3 -
https://ssc8.doctorqube.com/msai

to/
来院前に必ずお電話をください。 〇

電話予約、受付

窓口予約

月～土　8：00～20：00

日　9:00～13:00

窓口決済、銀行振込、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

大南ﾌｧﾐﾘｰｸﾘﾆｯｸ 武蔵村山市大南2-1-8 042-590-0373

発熱外来は、月―土、朝8:40から、当日診療分

の予約を行います。発熱外来休診日（2023年1

月6日金曜日、1月10日火曜日）

〇

電話予約（月）

―(土)8:50-

10:00

月～土9:00-12:00
医療機関での窓口で現金決済

社会医療法人財団大和会

武蔵村山病院
武蔵村山市榎1-1-5 042-566-3111

月～金は8：30～10：30、100名までの受付。

土曜は8：30～10：30、50名までの受付。日

祝は8：30～10：00、50名までの受付。

〇
一度お電話くだ

さい。
月～土　8：30～10：30 後日精算

医療法人社団　下田会

下田医院
武蔵村山市三ツ木3-16-1 042-560-6387 〇

電話

 診療時間内 現金

かめい内科・外科クリ

ニック

武蔵村山市残堀２－１４

－１
- 〇 〇 web予約

月、火、木　10:00～12:00　16:00～18:00

金　16:00～18:00

土　10:00～12:00

クレジットカード

医療法人社団藤啓会 北町

診療所

武蔵野市吉祥寺北町1-1-

3
0422-22-8151

発熱/下痢/ダルい/頭痛等、何かしらの症状が

ある方は、必ず来院する前、朝8時50分以降に

電話を頂けるようお願いします。

〇

電話予約（以前

より電話診療は

実施中）

＊要相談

月～土 09:00～12:00

月、火、水、金　13:00～16:30

医療機関窓口で現金決済

沼田内科小児科医院
武蔵野市吉祥寺北町2-5-

17
0422-22-7260 　 〇 〇 電話予約

月金土 13:30～15:00　

火水　状況により対応可

木日祝日は休診

現金,銀行振込み

一般財団法人ファミリー

ヘルス財団

ファミリヘルスクリニッ

ク武蔵野

武蔵野市吉祥寺東町2-7-

3
0422-21-4800 musashino@f-health.org 　 〇 〇 電話予約 月～金：9:00～12:00、14:00～17:00 銀行振込

医療法人社団聖樹会渡辺

医院

武蔵野市吉祥寺本町4-7-

9
0422-22-8937 〇 〇 電話予約

月・火・水・金　10：00～12：00、15：00

～17：00

土　10：00～12：00　以上を原則として行

うが発熱外来の混雑状況により変更あり

銀行振込、医療機関での窓口決済

（現金）

医療法人社団大晴朗 晴朗

クリニック

武蔵野市吉祥寺本町2-

10-12
0422-23-7234 〇

電話予約及び

line

月～金曜日9:00~18:30

金曜日9:00~12:00 医療機関での窓口決済

医療法人社団　KMC

吉祥寺まいにちクリニッ

ク内科皮膚科泌尿器科

武蔵野市吉祥寺本町１－

９－１０レインボービル

２F

- https://reserve.mainichiclinic.jp/6

当院は予約制となります。

ご予約はweb or lineからご予約ください。

https://kichijojiclinic.com/reserve/
〇

メールにて問い

合わせ
診療時間同様 振込

時計台メディカルクリ

ニック

武蔵野市吉祥寺本町3-

10-14吉祥寺まるともビ

ル１０１

0422-20-1151

発熱症状のある方は電話でご相談ください。

予約ができたら問診票をSMSで送ります。保

険証写真を添付して送信ください。自分で検査

をした方はその写真も送ってください。

〇 〇

電話予約後、

webで問診票送

信

診療時間内で一般診療の合間に適宜行って

います。

VISA、マスターオンライン決済、

銀行振り込み、窓口支払

らいおんハート武蔵野脳

神経外科内科クリニック
武蔵野市八幡町3-1-25 0422526600 来院前に必ず電話で予約をしてください。 〇 電話

月：9：00～12：00、火、水、金、土：9：

00～12：00と14：00～17：00，木：14：

00～17：00

現金

医療法人社団ゆうの会 む

さしの共立診療所
武蔵野市西久保2-17-11 0422-52-2512 〇 〇 電話予約 月・水・金　9：00～12：00 医療機関での窓口決済

医療法人社団かみやま内

科クリニック
武蔵野市境1-9-9 0422-60-3188

発熱症状のある方は、電話をしてから受診をお

願いします。

院内の混み具合に応じて対応させて頂きま

〇 〇 電話受付

月～土：9時～12時

月、火、金：15時～17時半

水：15時～16時半

現金のみ

はせがわ内科 武蔵野市境4-4-1 0422-53-0001 〇

COVID19と診断

した後は可能な

限り電話で診療

しています

月火水金土　9：00から12：00 窓口決済

おおやクリニック 武蔵野市境2-8-3 - 専用アプリダウンロードから予約ください。 〇 〇
web予約オンラ

イン診療

15:00~18:00月・水　　 12:00~12:30木・土

15:00~18:30火・金
クレジットカード

武蔵境耳鼻咽喉科

武蔵野市境１-１５-５ グ

ランシャルール武蔵境２

A

0422-56-8250

遠隔診療（電話診療、オンライン診療）に関

しては自院で診断した方の電話での経過観察の

みとなります。一般的なオンライン診療は

行っておりません。

〇 電話診療のみ
月火木金　09：00-12：30、15：00-18：30

土　09：00-12：30、14：00-17：00
医療機関での窓口決済

医療法人社団　彩悠会

まつもとファミリークリ

ニック

武蔵野市境南町２－９－

３

大矢ビル２F

0422395315 〇 〇 電話予約

月、火、水：16:30~18:30 金：16:30~18:30

土：12:30~13:30

木、日、祝日は休診

医療機関での窓口：後日精算

医療法人社団福正会甲賀

クリニック
武蔵野市境南町3-12-2 0422-30-7707 〇 〇

電話で利用登録

後にWEBで日時

予約

診療時間内に予約枠設定があります。予約

可能日時は日によって異なります。 クレジットカードのみ

湯川リウマチ内科クリ

ニック

武蔵野市境南町３－１４

－６ 山桃ビル3階
0422-31-1155 〇 電話で相談 電話で相談 窓口にて決済

笹本医院 三鷹市井の頭1-31-22 0422-44-5802
発熱外来は診療前に必ず電話予約をお願いし

ます
〇

受診前に電話に

て症状を伺いま

す。

医療機関での窓口

牟礼高山診療所 三鷹市牟礼４－２－１４ 0422-70-4976

診療希望の方は必ず電話で予約をお取り下さ

い。予約なく来院した方の診療はお断りする

場合があります。

〇 〇 電話予約 対面診療の空き時間に対応（診療日のみ） 医療機関での窓口決済

三鷹さくらクリニック 三鷹市牟礼　2-11-5 -

現在オンライン診療は、当院で配布した検査

キットの陽性者と、当院でのPCR検査で陽性

になった方の予後のみ対応

〇

web予約（対象

者限定：備考

欄）

月・火・木　16：00～16：30

　　　　　　18：00～18：30（時間外）
クレジット決済

きたのこどもクリニック
三鷹市北野4-12-17 きた

のメディカルパーク1階
0422704150 　 〇 〇 電話予約

月～水・金9：00～12：00　土9：00～12：

00
医療機関での窓口決済

医療法人社団かえでこど

もクリニック

三鷹市井口3-6-16アップ

ルかえで通りビル１階
- https://kaede.mdja.jp/

症状によっては受診をお願いすることがありま

す。
〇 〇 電話予約 平日9：00~17:00まで。土曜日は不可。

窓口でお支払い（クレジットカード

不可）

斎藤小児科医院 三鷹市上連雀9-41-21 0422-43-2237 必ず電話での予約をお願いします 〇 〇

電話診療のみで

す

電話予約のみ

月・火・水・金　9：00～11：30　15：00

～17：30

土9：00～12：30　木・日・祝は休診

後日窓口決済のみ

医療法人社団健櫻会 篠原

医院
三鷹市上連雀2-9-5 - 〇 Web予約 月、火、水、金、土曜日18:00～18:30 クレジット

医療法人社団うちはら内

科クリニック

三鷹市上連雀７－１１－

７石井ビル1階
0422-40-6180 〇 〇 電話予約 診療時間内（原則） 医療機関での窓口決済

高山医院
三鷹市上連雀４－２－２

９
0422-43-0700

令和5年4月1日より診療時間を延長

外来対応医療機関
〇 〇

電話予約（下記

の診療時間内に

お願い申し上げ

ます）

月火水金土８:３0～17:00（木日は休診）
医療機関窓口での決済（クレジット

カード）

医療法人社団千実会 あき

やま子どもクリニック

三鷹市上連雀2丁目２番

16号
0422-70-5777 　 〇 電話予約

月、火

 16：45～17：00
銀行振込

医療法人社団ＬＳ　１７

３総合内科クリニック

三鷹市下連雀６丁目８－

５０

パークスクエア１Ｆ

- https://df165832.reserve.ne.jp/ 　 〇 〇 web予約 同上 クレジットカード

医療法人　社団　鎌田医

院
三鷹市下連雀1-30-12 0422-43-4621

予約なしで来院された場合は、検査をお断りし

ております。予約したら定時にいらしてくださ

い。早く来院されても他の患者さんがいるので

中には入れません。

〇 〇 電話予約

月・火・水・金　10時～12時、15時～17時

30分

土曜日：10時～13時30分

（木曜日は休診）

当院の陰圧室で現金で支払い

角田外科消化器科医院 三鷹市下連雀4-9-1 0422-45-3251

症状発現からの経過、ワクチン接種の日時、

現在服用中の薬剤、治療中の疾患などを確認

記載しご持参ください。家族構成や他者との

接触歴、通勤経路等も伺うことがあります。

〇 電話予約 月、水、木、土曜日　9:00~10:00 窓口決済

みなみうら生協診療所
三鷹市下連雀7-1-27オタ

リ南浦ビル1階
0422-48-4121 〇 〇 電話予約

月~水・金　16：00～17：00 医療機関での窓口決済

医療法人社団撫子高松メ

ディカルクリニック

三鷹市下連雀4-16-12三

鷹第一ビルANNEX3F
0422-70-1035

究極の院内感染予防策として発熱外来は別館

1Fの旧駐車場、屋根付き屋外診察室で診療し

ます。常時複数医師が勤務、月～土曜日まで

発熱患者を診療します。

〇 電話
月、火、木、金09:00~12:30、14:00～

18:00、水09:00～12:30、土08:30～12:30
医療機関での窓口決済

医療法人社団　桜一会

かんの内科

三鷹市下連雀3丁目44-17

エルヴェ三鷹203
0422-40-5022

当日電話受付のみです。直接のご来院はお控

えください。
〇 〇 当日電話受付

月～金9：00～12：00、14：00～16：00、

土9：00～11：00
現金のみ



○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

三鷹駅前たなか糖尿病・

内科クリニック

三鷹市下連雀３－３６－

１　トリコナ3階
0422‐26‐7776 〇 〇 電話予約

月~木9:30~17:30（13:00~14:30を除く）

土9:30~17:30（13:00~14:30を除く）

（金日祝は休診）
クレジットカード

むさしの丘ファミリーク

リニック
三鷹市野崎3-3-15 0422-30-9988 〇 〇

電話予約後、詳

細な情報をメー

ルで送信

火・木・金：9:00~12:00/15:00~18:00

水・土：9:00~12:00

医療機関で窓口決済（クレジット

カード対応可）

医療法人社団康野診療所 府中市白糸台2-10-2 042-365-3666
完全予約制の為、必ず電話で予約後に受診して

下さい。
〇 電話 12:00～12:30 窓口決済

医療法人社団　村上医院 府中市宮西町5-2 042-361-2071

体制が整っていないため開始日未定です。１

６才以上の方を対象とさせていただきます。

完全予約制です。必ず事前にお電話くださ

〇 〇 電話予約 月木14:00-15:00 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府

中駅前

府中市宮町一丁目１００

番地 ４階
042-319-8383 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

西府すこやかこどもクリ

ニック

府中市西府町１丁目５３

－１ 西府駅前ビル２階
042-366-5591 〇 電話予約

月～金　11:00～12:00・17:30～18:30、土

12:00～13:00

（日祝は休診）

電話：医療機関での窓口決済、オン

ライン：クレジットカード

石田医院 府中市住吉町5-1-4 0423342223
感染拡大時はお電話がつながりにくくご迷惑

をおかけします。
〇 〇 電話予約 診療時間で医院より指定をします。 医療機関での窓口決済

医療法人社団崎山小児科 府中市武蔵台３－２－２ 042-322-7859

基本的に小児科患者のみの対応としますが、

当院で陽性と診断した患者家族については極

力受け入れますのでご相談下さい。

〇 〇

電話予約が必要

です。042-323-

4321で受け付け

ます。

原則として診療時間内のみです。時間外は

CLINICSで対応可能な場合もあります。電

話でお問合せ下さい。

銀行振込でお願いします。

緑ヶ丘井上内科診療所 調布市緑ヶ丘2－2－1 03-3309-2202 〇 電話予約
月、火、金9:00～12:00、15:00～18:30

木、土9:00～12:00
窓口決済のみ

仙川耳鼻咽喉科
調布市仙川町１－１２－

４６　根岸ビル２階
- 　 〇 〇 web予約 月～水、金　１１～１２　１５～１８ クレジットカード

医療法人社団永研会

永研会クリニック

調布市仙川町1-11-8　仙

川FTビル2F・3F
03-5315-1181

事前に電話連絡をお願いいたします。

午前 9:00～13:00(12:30最終受付)　午後 14:30

～19:00(18:30最終受付)

休診日：日曜・祝日

〇 電話予約

午前 9:00～13:00(12:30最終受付)　午後

14:30～19:00(18:30最終受付)

(日曜・祝日は休診)

医療機関での窓口決済(電話にてご

相談ください)

仙川ひろクリニック
調布市仙川町1-14-22

花輪ビル１階
03ｰ6382ｰ9935

発熱外来希望の方は、時間を分けての対応と

させていただきますので、必ず事前にクリ

ニックまでお電話下さい。また、対応できる

数には限りがございますのでご了承下さい。

〇 〇 電話予約
月、火、水、金9:00~18:00、土9：00-13:00

（木日祝日は休診）
医療機関での窓口決済

医療法人社団　敬寿会

わかば町クリニック

調布市若葉町2-1-6　仙

川セントラルパレス1Ｆ
03-5313-3331 　 〇 〇 電話予約 診療時間内 現金のみ

プライムクリニック

調布市入間町２－２８－

３６

ウエリスオリーブ成城学

園前１Ｆ

- https://prime-clinic.jp/ 〇 〇

web問診に電話

診療希望の旨を

記載して送信し

てください

随時対応いたしますが、対応にお時間をい

ただく場合がございます
銀行振込

医療法人社団秀侑会つつ

じが丘ホームドクターク

リニック

調布市東つつじヶ丘1-2-

4　OGビル１階B号室
0369090871 〇 電話予約 月曜日から木曜日９：00～18：00 後日窓口

五島医院
調布市西つつじヶ丘1-

21-3
042-486-3535

発熱時は電話相談してください。
〇 〇

電話診療のみ

行っております

伊藤医院
調布市西つつじケ丘4丁

目19-11
042-483-0127

発熱、咽頭痛等、風邪症状のある方は完全予

約制にて診察しておりますので、事前にお電話

くださいますようよろしくお願いいたします。

〇 〇 電話予約 診療時間内 次回来院時、医療機関での窓口決済

医療法人社団みなと会 柴

崎ファミリークリニック

調布市菊野台2-23-5  サ

ニーアイランドビル３F
-

https://user.shujii.com/shiba3545/

i/
〇 直接電話

月火木8:40～19:45、水金8:40～18:45

土第２.３.４日曜8:40～12:45、 窓口決済

ふしや内科・消化器内科

クリニック

調布市調布ヶ丘3-19-12

桑田ビル2階
- 　 〇 〇 WEB予約

午前　11時～11時半

午後　16時～16時半
クレジットカード

佐野医院
調布市国領町7-66-29 042-482-4673 電話予約 〇 web予約 火～土　AM10:00～11:30 クレジットカード

医療法人社団大和会 多摩

川病院
調布市国領町5-31-1 042-483-4114 〇 〇 電話予約

火曜日13:00-14:30

木曜日13:00-14:00

医療機関での窓口決済、クレジット

カード

予防接種のこども診療所
調布市染地２－４３－７

６
042-455-1889

電話による遠隔診療の対象は新型コロナ感染

者に限ります。
〇 電話予約 土日15：00～18：00 医療機関での窓口決済

医療法人社団はなの会 し

おり小児科

調布市布田2-44-1ホワイ

トヒルズ1階
- http://shioriped.com/ 要予約 〇 〇

小児のみ、電話

予約

月木金　9：00～11：00、16：00～17：00

火土　9：00～11：00
医療機関での窓口決済

麻生こどもクリニック 調布市小島町1-5-6,3階 042-480-7810 発熱外来は事前に電話予約が必要です。 〇 〇 電話予約 一般診療の時間内

医療法人社団ラサンテく

にさわクリニック

調布市富士見町2-14-19

三ツ木富士見町マンショ

ン1階

042-485-8117 〇 〇
電話予約

月～金：9：00～11：00、14：00～16：00 銀行振込、医療機関での窓口決済

にしぼりこどもクリニッ

ク
調布市下石原2-6-14 042-444-5560

小児科診療です。成人の方は対応できませ

ん。
〇

電話にてご連絡

ください。

月～金　午前　8時30分~11時　午後15時～

17時　(水、土午後、日、祝日は休診）
医療機関での窓口決済

カラダとココロのクリ

ニック 西調布院

調布市上石原2-33-2 NK

ビル2-A
- 〇 web予約のみ 診療時間内 後日支払い

飛田給内科クリニック
調布市飛田給1－28－2

平原ビル1F
042-497-6380 必ず電話にてご予約ください。 〇 電話予約

月火水金11時30分から12時30分、18時30分

から19時。

土11時30分から12時30分。

医療機関での窓口決済

飛田給プライマリクリ

ニック

調布市飛田給１丁目１１

-１ソフィア調布１Ｆ
042-444-1715 〇 〇 電話予約 当院が指定した時間 クレジットカード

東小金井クリニック 小金井市梶野町2-1-2 1F 0422-56-8630 〇

電話診療は予約

制です。支払い

は後日対応しま

す。

月火木金土は10時から12時

（水日及び土午後休診）
窓口決済

東小金井駅前こどもクリ

ニック

小金井市梶野町５－３－

２５－２０９

クリオ東小金井パークフ

ロント

-
https://ssc2.doctorqube.com/higak

o-kids/
〇

電話による問い

合わせ

月～土　10:00~12:30

月・水・木・金　15:30～18:00

来院患者が優先

医療機関での窓口決済

医療法人社団 壮明会 山

﨑内科医院
小金井市緑町5-12-17 - 〇

医師の判断でオ

ンライン診療可

とした患者様の

み予約案内

月、火、水、金の14時半から１人のみ（但

し　院長不在の場合は対応できません）

オン来診療アプリにて保険証、クレ

ジットカード登録必須

医療法人社団つるかめ会

小金井つるかめクリニッ

ク

小金井市本町6-14-28 3

階
042-386-3757 〇 〇 電話予約 月～土曜　9：00～17：00 クレジットカード

小金井ファミリークリ

ニック

小金井市本町１－１３－

１３
042-382-3633

現在、外来での検査実施が診療体制上困難で

す。必ず事前にお電話でご相談をお願いしま

す。

〇 〇

電話にて要問合

せ（受診可否は

その都度ご案

内）

月～金9:00~12:00/15:00~18:00

土9:00~12:00
窓口にて現金支払い

新こがねい呼吸器内科
小金井市東町４－８－13

登川ビル１階
042-380-9080

https://shinkoganei-

cl.com/online.html#category

発熱外来（16時30分～17時00分）受診の際

は、必ずお電話にて当日（9時～）にご連絡の

上、マスク着用にてご来院ください。

〇

CLINICSアプリ

を利用したWEB

予約（再診）の

方

月・火・木・金の10:30～11:00／13:30～

14:00

CLINICSアプリを利用したクレジッ

トカード払い

前原診療所
小金井市前原町3丁目17-

1
042-381-1702

　発熱者及びPCR・抗原検査の陽性者の電話

での診察・相談。抗原検査（簡易キット）の

み、PCR検査行っていません。必ず電話での連

絡をお願いします。

〇 電話予約

月～金曜日19：00～20：30(水曜・日祭日は

休診）

土曜日13：00～18：00

療養期間終了後に窓口決済

医療法人社団和修会 竹田

内科クリニック

小金井市貫井南町5-20-

13
-

https://my.3bees.com/facilities/37

86

現在、当院の遠隔診療は電話診療および公式

LINEによるメッセージにて行っております。
〇 〇

電話予約、web

予約（公式LINE

より）

電話予約時に対応可能な時刻をお伝えしま

す。

後日、医療機関で窓口決済させてい

ただきます。



○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

小金井あおばクリニック

小金井市本町５－１５－

８

ラ・メゾンブランシュ２

Ｂ

0423837149

内視鏡検査を中心に診療しております。院内感

染を誘発すること無き様に十分な配慮を行い

ながら発熱者の診療を行っていくため隔離ス

ペースが確保できる場合のみ対応可能。

〇 電話予約

診療時間内

平日　09：00～12：00　15：00～18：00

土曜日　09：00～12：30　木、日、祝日休

診

医療機関の窓口決済、銀行振り込み

医療法人社団石戸谷小児

科

狛江市中和泉1-1-1狛江

ＹＳビル４階
03-3430-1070 〇 電話予約 ９時から１２時

医療法人社団慈松会かじ

わらハートクリニック

狛江市中和泉5－17－27

グラウクス101
03-5761-9091 〇 〇 電話予約

月・火・水・金：　9：00～12：30、14：

30～16：00

木・土：　9：00～12：30

日：休診

療養期間の後、医療機関での窓口決

済

佐藤診療所 狛江市東和泉1-3-14 03-3489-1771 〇 電話予約 診察時間内 現金のみ

狛江なのはな内科クリ

ニック

狛江市東和泉１－２７－

１１
03-5761-7361 受診の際には電話でご相談ください。 〇 〇 電話予約

月～木　9:00～13:00、14:30～18:30

土曜、第１、３日曜日　9:00～13:30
医療機関での窓口決済

小平内科糖尿病クリニッ

ク

小平市大沼町1-25-11

ビューコート1階
042-349-0131 〇 電話予約 月～金9：00-12：00　14：00-17：00 窓口決済

医療法人社団若生会 遠藤

こどもクリニック
小平市大沼町1-21-8 - 〇

ＷＥＢ問診登

録。内容確認後

当院から連絡。

ＷＥＢ問診確認後、当院から対応時間を含

め連絡をする。
後日窓口決済

医療法人社団滴水会 矢口

内科クリニック
小平市大沼町７－３－２ 042-349-1168

かかりつけ患者のみを対象に診察しています。

診察当日の11時までに電話で予約をお願いし

ます。電話再診は当院で陽性と判定された患

者さんのみ対応しています。

〇 電話予約 火金17:00-17:30 医療機関での窓口決済

八木メディカルクリニッ

ク
小平市花小金井6-17-5 042-460-3861

初診の遠隔診療(電話使用)は、おこなっていま

せん。
〇 電話予約 予約時に指定させてもらいます 医療機関での窓口決済

樹神内科クリニック 小平市花小金井3-2-5 042-460-8777 https://kodama-naika.jp 来院前にお電話でご予約下さい 〇 〇 電話予約 診療時間内 医療機関での窓口決済

しみず内科循環器クリ

ニック

小平市花小金井南町1-

26-35アクティオス1F
042-450-5288 〇

現時点では電話

のみ
午前もしくは午後の診療後 現時点では窓口決済

こだいら内科・心臓内科
小平市天神町3-12-7 ス

ギ薬局小平東店2階
042-341-7777

通常患者と時間的空間的隔離が必要のため、

発熱外来枠が限られております。必ずお電話で

診察可能かお問い合わせをお願いします。

〇 電話予約

通常診察終了後に、こちらからお電話で対

応。かかりつけの方、当院で新型コロナ陽

性の診断をした方のみが対象。

医療機関での窓口決済

医療法人社団祐靖会小城

医院

小平市小川東町１８０８

－１０
042-342-0036

薬局販売の医療用新型コロナ＆インフルエン

ザ検査キットにて、発熱翌日の検査の結果が

出た方へのリモート処方のみ対応できます。

〇 〇
電話にて完全予

約制

月・火・水・金　午前9時～10時に電話予約

実施は10時半から11時

基本的に窓口決済。窓口にてカード

や電子マネー類の取扱あり。

医療法人社団蛍仁会　こ

だいら小川町内科
小平市小川町2-10-37-3 042-341-0654

小児の対応は、基本的には7歳以上としていま

す。
〇 電話予約 当院診療時間内 銀行振込、または後日の窓口決済

ゆずるクリニック 小平市小川町1-972-7-2F - http://www.yuzuru-clinic.com
セルフの抗原検査陽性の方はその旨記載お願

いします
〇 〇 web予約

月・水・木・金・土 13:30～14:30、火 9:00

～18:30、日 14:30～17:00
クレジットカード

医療法人社団修恵会　新

小平クリニック

小平市小川町２－１９７

５－８
0423121185 小児は小学生以上 〇 〇

電話予約、クロ

ン

月～木8:15-21:00（クロンは13:00-14:00

土13:30-21:00

医療機関での窓口清算、現金書留

（クロンはクレジットカードのみ

医療法人社団おおぞら会

つばさクリニック小平

小平市美園町2丁目6番2

号
042-312-3556 　 〇 〇 電話予約

月～金　9：00～18：00　移動の合間に対

応可能

クレジットカード、銀行振込、口座

振替

医療法人社団 玉翠会 喜

平橋耳鼻咽喉科
小平市喜平町1-7-26 042-332-3387

抗原検査は8分、PCRは15分で結果が出ます。

PCRの試薬を使い切った場合は外部の検査会

社に提出するので、翌日に結果が出ます。

〇 〇
電話予約、web

予約
月～日19:00~20:00 銀行振込、医療機関での窓口決済

クリニック・パーク 東村山市栄町1-2-1-2F - https://clinic-park.com

当院では新型コロナウイルス感染症のPCR検査

が可能です（受付時間制限あり）、必要に応

じて検査結果証明書（日本語・英語）の発行

も可能です。

〇 〇
LINEドクターか

ら申し込み。

月～水　10:00-12:00、15:00-16:30

木　　　10:00-12:00
LINE PAYかクレジットカード

医療法人社団けやき会

はたの耳鼻咽喉科

清瀬市元町1-8アーク清

瀬3階
042-491-1133

セルフチェックを基本とし、結果は写真保存

してください。診察は電話で相談ください。基

礎疾患を有する場合はかかりつけ医へ受診く

ださい。

〇 〇
電話診療のみ、

電話予約。

月～水、金、12：00～12：30、17：30～

18：00

診療状況により適宜対応。

後日窓口清算。

医療法人社団 椎野会 清

瀬元町しいのクリニック

清瀬市元町１－８－１９

アーク清瀬１F
042-493-9880 〇 電話予約 診療時間内 クレジットカード

社会福祉法人信愛報恩会

信愛病院
清瀬市梅園2-5-9 042-491-3211 〇

電話予約（再診

の方のみ）
月~土9：00～11：30　13：00～15：00 クレジットカード

東京くるめ耳鼻いんこう

科

東久留米市新川町１丁目

３－３５　３F
- 〇 〇 web予約

月、火、水、金、土12:00~13:00

月、火、水、金18:30~19:30
クレジットカード

東久留米おだやかメディ

カルクリニック

東久留米市南沢5-17-62

イオンモール東久留米2F
090-6474-2951 〇 〇 電話予約

月火水金土日

10時から13時、15時から18時半

電話診療は窓口決済

オンライン診療はクレジットカード

すずのね内科・神経内科 東久留米市前沢4-7-11 042-474-1112 　 〇 電話予約
月、火、水、金 9:00~17:00。土 9:00～

12:00（木日は休診）
医療機関での窓口決済

水野胃腸クリニック
東久留米市本町3-8-19セ

レブリオ本町３丁目A
042-420-6527

感染者多数や診療混雑時は、60歳以上や重症

化リスクのある方のみ、腹痛や頻回下痢など

のみ、有症状者のみなど受付制限や、濃厚接

触者への検査はお断りすることがございます

〇
電話再診のみ、

電話予約
医療機関での窓口決済

ひろクリニック 西東京市谷戸町3-26-7 042-423-2784 　 〇 電話予約 診療時間内 後日窓口決済

医療法人社団石和会耳鼻

咽喉科ヒロクリニック

西東京市田無町4-29-8丸

保ビル4
042-463-8711 〇 〇 電話予約 診察時間内にご連絡ください

クレジットカード、銀行振込、窓口

決済

すがひろ内科クリニック
西東京市南町4-3-2 サウ

スタウンビル2階
042-464-3226 〇

 電話予約でお願

いいたします。

月・火・木・金　9:00~11:00,15:00~17:00

土　　　　　　　9:00~11:00

医療機関での窓口決済。クレジット

カード、電子マネー（交通系

坂上医院 西東京市南町3-17-8 042-467-4110

かかりつけの方はもちろん、それ以外の方の

発熱診療も行っております。当院はお子様か

らご高齢の方まで対応可能です。お気軽にお

問い合わせください。

〇 電話予約

月・火・木・金：9時～12時、15時～19時

水・土：9時～12時

日・祝：休診

医療機関での窓口決済

医療法人社団一雅会 野田

医院
西東京市向台町3-6-10 042-467-1810 〇 〇

電話予約（基本

は発熱外来枠が

埋まっていない

場合）

月～水9:00~18:00、土9:00～13:00（木・

日・祝日は休診）
後日、医療機関での窓口決済

医療法人社団 広香会 が

んぼクリニック

西東京市 芝久保町 3-30-

16
- 〇 web予約

前日まで２４時間

 クレジットカード

南しばくぼ診療所
西東京市芝久保町2-22-

36
042-461-3764 〇 〇 電話予約

月火木金9:00~12:00,15:00~18:00、土

9:00~12:00、水日は休診
窓口決済のみ

ますだ内科クリニック
西東京市芝久保町3ー6ー

26
042-463-1159

小児患者の対応は中学生のみを対象としていま

す。ご了承ください。
〇 電話予約

診療時間帯のみ（ホームページをご参照く

ださい）
医療機関での窓口決済

ホームクリニックえにし

ひばりが丘

西東京市ひばりが丘北3-

3-30 エクレールひばり

ビル2階

042-439-3416 　 〇

契約している患

者のみ電話で予

約

月～土9：00～18：00
銀行振込もしくは事前に確認してい

る支払い方法

医療法人社団 昭永会 石

川クリニック

西東京市保谷町2-6-1

アパートメントヤギサワ

1階

042-464-1550 来院前にお電話にてご連絡ください 〇 電話予約

月～水、金～土13:00～14:30

 医療機関での後日窓口決済

小笠原村診療所 小笠原村父島字清瀬 04998-2-3800 〇 〇 電話予約

月～金　8:00～12:00　13:30～17:00　土日

祝は休診 医療機関での窓口決済、銀行振込


