
千代田区 医療法人財団小畑会　浜田病院 101-0062 千代田区神田駿河台2-5 03-5280-1166 ○

千代田区 社会福祉法人　三井記念病院 101-8643 千代田区神田和泉町1 03-3862-9111 ○

中央区 聖路加国際病院 104-8560 中央区明石町9-1 03-3541-5151 ○

港区 社会福祉法人恩賜財団母子愛育会 105-8321 港区芝浦1-16-10 03-6453-7300 〇

港区
医療法人財団順和会　山王バースセン
ター

107-0052 港区赤坂8-10-16　2階・3階 03-3402-3150 ○

港区 山王病院 107-0052 港区赤坂8-10-16 03-3402-3151 ○

港区 東京慈恵会医科大学附属病院 105-8471 港区西新橋3-19-18 03-3433-1111 ○

港区
国家公務員共済組合連合会　虎の門病
院

105-8470 港区虎ノ門2-2-2 03-3588-1111 ○

新宿区 慶應義塾大学病院 160-8582 新宿区信濃町35 03-3353-1211 ○

新宿区
国立研究開発法人国立国際医療研究セ
ンター病院

162-8655 新宿区戸山1-21-1 03-3202-7181 ○

新宿区 社会福祉法人聖母会　聖母病院 161-8521 新宿区中落合2-5-1 03-3951-1111 ○

新宿区 東京女子医科大学病院 162-8666 新宿区河田町8-1 03-3353-8111 ○

新宿区
医療法人社団川添記念会　四谷川添産
婦人科

160-0017 新宿区左門町18番地 03-3351-2315 〇

文京区 順天堂大学医学部附属順天堂医院 113-8431 文京区本郷3-1-3 03-3813-3111 ○ 〇

文京区 東京医科歯科大学病院 113-8519 文京区湯島1-5-45 03-3813-6111 ○ ○

文京区 東京大学医学部附属病院 113-8655 文京区本郷7-3-1 03-3815-5411 ○

台東区
公益財団法人ライフ・エクステンション研
究所付属

110-8645 台東区東上野２－２３－１６ 03-3833-8381 ○

墨田区 医療法人社団　中林病院 131-0032 墨田区東向島3-29-9 03-3614-4641 ○

墨田区 同愛記念病院 130-8587 墨田区横網２－１－１１ 03-3625-6381 ○ 〇

墨田区 社会福祉法人賛育会　賛育会病院 130-0012 墨田区太平３－２０－２ 03-3622-9191 ○

墨田区 大倉医院 131-0031 墨田区墨田１－１０－４ 03-3611-4077 ○

江東区 医療法人社団　五の橋産婦人科 136-0071 江東区亀戸6-1-6 03-3636-6000 ○

江東区 昭和大学江東豊洲病院 135-8577 江東区豊洲5-1-38 03-6204-6000 ○

江東区 医療法人社団　桜裕会　　砂町産婦人科 136-0076 江東区南砂4-2-13 03-5635-1103 ○

江東区
医療法人社団東壽会　東峯婦人クリニッ
ク

135-0042 江東区木場5-3-10 03-3630-0303 ○

品川区
社会医療法人社団東京巨樹の会　東京
品川病院

140-8522 品川区東大井６－３－２２ 03-3764-0511 〇

品川区 昭和大学病院 142-8666 品川区旗の台1-5-8 03-3784-8000 ○

目黒区 医療法人社団晴晃会　育良クリニック 153-0051
目黒区上目黒1-26-1　中目黒
アトラスタワー4階・5階

03-3794-4103 ○

目黒区
独立行政法人国立病院機構東京医療セ
ンター

152-8902 目黒区東が丘2-5-1 03-3411-0111 ○

大田区
公益財団法人東京都保健医療公社　荏
原病院

145-0065 大田区東雪谷4-5-10 03-5734-8000 ○

大田区 医療法人社団　高愛会　大鳥居医院 144-0034 大田区西糀谷3-8-16 03-3741-0118 〇

大田区
日本赤十字社東京都支部大森赤十字病
院

143-8527 大田区中央4-30-1 03-3775-3111 ○

自動
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  【都内の新生児聴覚検査実施医療機関リスト（分娩取扱医療機関）】

以下の分娩取扱医療機関では出産後、新生児聴覚検査を実施しています。

令和５年１月１３日現在

所在地
（区市町村）

医療機関名 郵便番号 住所 電話番号
使用機器

・都内区市町村から配布される「新生児聴覚検査受診票」を医療機関へ提出すると、検査の費用の一部（上限3,000円）が

助成 されます。また、その他に診察代等の費用が別途かかることがあります。詳細は各医療機関へお問い合わせください。

※助成を受けるためには、「新生児聴覚検査受診票」が必要です。

この受診票は、生後1か月頃までにご利用ください。（有効期限：生後50日に達する日まで）

・事前予約が必要となることがありますので、必ず事前に医療機関へお問い合わせください。

・「新生児聴覚検査受診票」、「母子健康手帳」、「保険証」（交付されている場合）を持参のうえ、検査をお受けください。
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大田区 東邦大学医療センター大森病院 143-8541 大田区大森西6-11-1 03-3762-4151 ○

大田区 医療法人社団満穂会　前村医院 143-0014 大田区大森中2-19-17 03-3761-3955 ○

世田谷区 一般社団法人　至誠会第二病院 157-8550 世田谷区上祖師谷5-19-1 03-3300-0366 ○

世田谷区 医療法人社団杉四会　杉山産婦人科 156-0041 世田谷区大原1-53-1 03-5454-8181 ○

世田谷区 医療法人社団九折会　成城木下病院 157-0066 世田谷区成城6-13-20 03-3482-1702 〇

世田谷区 成城マタニティクリニック 157-0066 世田谷区成城1-1-2 03-5727-5335 ○

世田谷区 医療法人社団　田中産科婦人科 156-0043 世田谷区松原2-30-6-1階 03-3321-0028 ○

世田谷区 医療法人準和会　東京マザーズクリニック 158-0098 世田谷区上用賀4-5-1 03-3426-1131 ○

世田谷区
国立研究開発法人国立成育医療研究セ
ンター

157-8535 世田谷区大蔵２－１０－１ 03-3416-0181 ○

世田谷区 医療法人社団　青木産婦人科医院 156-0044 世田谷区赤堤５－３０－１５ 03-3327-0702 ○

世田谷区 医療法人社団　冬城産婦人科医院 158-0081 世田谷区深沢６－２０－８ 03-3701-5681 ○

世田谷区 公益財団法人日産厚生会　玉川病院 158-0095 世田谷区瀬田４－８－１ 03-3700-1151 ○

世田谷区 等々力産婦人科 158-0082 世田谷区等々力７－３－２０ 03-3701-3033 ○

渋谷区 東京都立広尾病院 150-0013 渋谷区恵比寿２－３４－１０ 03-3444-1181 ○

中野区
医療法人社団千房会　新中野女性クリ
ニック

164-0012 中野区本町4-48-23 03-3384-3281 ○

杉並区 医療法人社団赤恵会　赤川クリニック 167-0043 杉並区上荻1-24-6 03-3391-6694 ○

杉並区 立正佼成会附属佼成病院 166-0012 杉並区和田2-25-1 03-3383-1281 ○

杉並区 豊島産婦人科 167-0053 杉並区西荻南４－３－１９ 03-3333-2305 〇

杉並区 医療法人財団アドベンチスト会 167-8507 杉並区天沼三丁目１７番３号 03-3392-6151 ○

豊島区 医療法人社団祐喜会　加塚医院 170-0003 豊島区駒込2-5-5 03-3910-3811 ○

豊島区 東京都立大塚病院 179-8476 豊島区南大塚2-8-1 03-3941-3211 ○

北区 スワンレディースクリニック 114-0002 北区王子4-27-7 03-5944-6028 ○

北区
公益社団法人地域医療振興協会　東京
北医療センター

115-0053 北区赤羽台4-17-56 03-5963-3311 ○

荒川区 あらかわレディースクリニック 116-0001 荒川区町屋１－８－８ 03-6807-8867 ○

荒川区 医療法人社団　加藤産婦人科医院 116-0001 荒川区町屋2-9-21 03-3895-3521 ○ 〇

荒川区
社会医療法人社団正志会 東京リバーサ
イド病院

116-0003 荒川区南千住8-4-4 03-5850-0311 ○

板橋区 医療法人財団仁寿会　荘病院 173-0004 板橋区板橋1-41-14 03-3963-0551 〇

板橋区 医療法人社団順風会　高島平クリニック 175-0082 板橋区高島平1-12-11 03-3936-4164 ○

板橋区
学校法人帝京大学　帝京大学医学部附
属病院

173-8606 板橋区加賀2-11-1 03-3964-1211 ○ ○

板橋区 板橋区医師会病院 175-0082 板橋区高島平３－１２－６ 03-3975-8151 ○

板橋区
医療法人社団成和会　産婦人科病院成
増産院

175-0094 板橋区成増１－１－１ 03-3975-1111 〇

板橋区 医療法人社団翔生会　楠医院 175-0092 板橋区赤塚６－２３－１４ 03-3939-0096 〇

板橋区
学校法人日本大学　日本大学医学部附
属板橋病院

173-8610 板橋区大谷口上町30-1 03-3972-8111 ○

練馬区
医療法人社団順桜会　桜台マタニティクリ
ニック

176-0002 練馬区桜台4-32-8 03-3993-0402 ○

練馬区 順天堂大学医学部附属練馬病院 177-8521 練馬区高野台3-1-10 03-5923-3111 ○

練馬区
公益財団法人東京都医療保健協会　練
馬総合病院

176-8530 練馬区旭丘１－２４－１ 03-5988-2200 ○

練馬区 医療法人社団　久保田産婦人科病院 178-0063 練馬区東大泉３－２９－１０ 03-3922-0262 ○

練馬区
公益社団法人地域医療振興協会　練馬
光が丘病院

179-0072 練馬区光が丘2-11-1 03-3979-3611 ○ ○

足立区 医療法人社団　長門クリニック 120-0002 足立区中川2-5-8 03-3605-3131 ○

足立区 医療法人社団向仁会　真島クリニック 123-0852 足立区関原1－21－2 03-3849-4127 ○

足立区 待木医院 121-0822 足立区西竹の塚2-13-17 03-3899-3541 ○

足立区
医療法人社団こひつじ会　横川レディース
クリニック

121-0064 足立区保木間1-22-15 03-3884-1241 ○

葛飾区 東京慈恵会医科大学葛飾医療センター 125-8506 葛飾区青戸6-41-2 03-3603-2111 ○

葛飾区 医療法人社団聖マリア会 124-0012 葛飾区立石８－９－６ 03-3691-9931 ○
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葛飾区 医療法人社団　遠武産婦人科 124-0012 葛飾区立石6-34-11 03-3691-0858 ○

葛飾区 医療法人社団慶風会　増田産婦人科 125-0041 葛飾区東金町1-13-5 03-3607-1519 ○

江戸川区
医療法人社団聖育会　三枝産婦人科医
院

134-0088 江戸川区西葛西3-18-1 03-3680-3003 ○

江戸川区
日本私立学校振興・共済事業団　東京臨
海病院

134-0086 江戸川区臨海町1-4-2 03-5605-8811 ○

江戸川区 医療法人社団向日葵会　まつしま病院 132-0031 江戸川区松島１－４１－２９ 03-3653-5541 ○

江戸川区 きりんウィメンズクリニック葛西 134-0083 江戸川区中葛西５－２－４１ 03-5605-4103 ○

江戸川区 杉浦ウイメンズクリニック 133-0065 江戸川区南篠崎町１－６－１１ 03-5664-1460 ○

江戸川区 医療法人社団清雅会 132-0035 江戸川区平井６－２－３０ 03-3613-5555 ○

八王子市 新クリニック 193-0931 八王子市台町2-16-8 042-621-6203 ○

八王子市
医療法人社団ＮＡＮＴ　いわさレディースク
リニック

192-0033 八王子市高倉町46-2 042-649-3461 ○

八王子市
医療法人社団福神会　柴田産婦人科医
院

193-0823 八王子市横川町515 042-625-0303 ○

八王子市 東京医科大学八王子医療センター 193-0998 八王子市館町1163 042-665-5611 ○

八王子市 医療法人社団　米山産婦人科病院 192-0065 八王子市新町2-12 042-642-5225 ○

立川市
社会医療法人社団健生会　立川相互病
院

190-8578 立川市緑町4-1 0570-052585 ○

立川市
医療法人社団五葉会　永井産婦人科病
院

190-0002 立川市幸町４－２７－１ 042-535-3544 ○

武蔵野市 池下レディースクリニック　武蔵野 180-0006 武蔵野市中町2-4-5 0422-53-4103 〇

武蔵野市 きりんウィメンズクリニック武蔵野 180-0006 武蔵野市中町２－４－５ 0422-53-4103 〇

武蔵野市 武蔵野赤十字病院 180-8610 武蔵野市境南町1-26-1 0422-32-3111 ○ ○

青梅市 青梅市立総合病院 198-0042 青梅市東青梅4-16-5 0428-22-3191 ○

府中市
公益財団法人　日本心臓血圧研究振興
会

183-0003 府中市朝日町3-16-1 042-314-3111 ○

府中市 東京都立多摩総合医療センター 183-8524 府中市武蔵台2-8-29 042-323-5111 ○

府中市
医療法人社団均禮会　府中の森　土屋産
婦人科

183-0055 府中市府中町3-10-9 042-351-3748 ○

府中市 医療法人社団新愛会　東府中病院 183-0005 府中市若松町２－７－２０ 042-364-0151 ○

昭島市 マタニティークリニック小島医院 196-0025 昭島市朝日町4-1-27 042-541-0020 ○

昭島市 医療法人社団聖マリア吉祥会 196-0015 昭島市昭和町３－１８－２１ 042-545-9022 ○

調布市 医療法人社団　飯野病院 182-0024 調布市布田4-3-2 042-483-8811 ○

調布市
医療法人社団ＳＪＳ　金子レディースクリ
ニック

182-0021 調布市調布ヶ丘3-19-13 042-426-7800 〇

調布市 医療法人社団桐光会　調布病院 182-0034 調布市下石原3-45-1 042-484-2626 ○

町田市 医療法人社団ＴＯＮＡＮ　都南産婦人科 194-0021 町田市中町4-11-6 042-722-5777 ○

町田市
医療法人社団ルクール　ベルンの森クリ
ニック

194-0215
町田市小山ヶ丘4-3-1　ベルン
の森
多摩境

042-775-3553 ○

町田市 医療法人社団菜の花会 194-0045 町田市南成瀬7-14-1 042-728-1101 ○

町田市 町田市民病院 194-0023 町田市旭町2-15-41 042-722-2230 〇 ○

小金井市 社会福祉法人聖ヨハネ会　桜町病院 184-8511 小金井市桜町1-2-20 042-383-4111 ○

小平市
医療法人輝　ジュンレディースクリニック
小平

187-0044 小平市喜平町1-14-20 042-329-4104 ○

小平市 医療法人社団Ｌｅｉａｌｏｈａ 187-0025 小平市津田町1-4-8 042-341-6565 ○

日野市 産婦人科コンチェルト 191-0012 日野市日野2949-4 042-586-1103 ○

日野市 日野市立病院 191-0062 日野市多摩平4-3-1 042-581-2677 ○

国分寺市
医療法人社団慈恩会　新家産婦人科医
院

185-0034 国分寺市光町1-38-11 042-576-3241 ○

国立市
医療法人社団鴻鶴会　内野産婦人科小
児科

186-0002
国立市東1-8-6　国立メディカ
ルセンタービル

042-580-0112 ○

西東京市 医療法人社団時正会　佐々総合病院 188-0011 西東京市田無町4-24-15 042-461-3333 ○

福生市 公立福生病院 197-8511 福生市加美平1-6-1 042-551-1111 ○

福生市 医療法人社団　大聖病院 197-0011 福生市福生871 042-551-1311 ○

狛江市 東京慈恵会医科大学附属第三病院 201-8601 狛江市和泉本町4-11-1 03-3480-1151 ○ ○

狛江市
医療法人社団慈心会　保坂産婦人科クリ
ニック

201-0014 狛江市東和泉１－２１－３ 03-3488-1103 ○



自動
ＡＢＲ

ＯＡＥ
所在地

（区市町村）
医療機関名 郵便番号 住所 電話番号

使用機器

東大和市 医療法人社団俊生会　阿部産婦人科 207-0015 東大和市中央2-1043-14 042-566-1311 ○

東久留市 医療法人社団恵輝会 203-0033 東久留米市滝山5-3-6 042-477-3503 ○

稲城市
医療法人社団ルクール　ベリエの丘クリ
ニック

206-0824 稲城市若葉台2-14-2 042-350-7350 ○

稲城市 稲城市立病院 206-0801 稲城市大丸１１７１ 042-377-0931 ○

あきる野市 あきなかレディースクリニック 197-0826 あきる野市牛沼１３１－３ 042-532-7053 ○

八丈町 国民健康保険町立八丈病院 100-1511 八丈町三根26-11 04996-2-1188 ○


