
施設名 郵便番号 住所 電話番号 ウェブサイトURL
産科、婦人科又は産婦人科の

標榜の有無
医療機関における緊急避妊にかかる対面診療への
対応可能時間帯

常時の緊急避妊薬の
在庫の有無

学校法人聖路加国際大学
聖路加国際病院

104-8560 中央区明石町９番１号 03-3541-5151 http://hospital.luke.ac.jp/ 有
女性総合診療部　平日　8：30-17：00
救命救急センター　夜間　17：00-8：30
　　　　　　　　　　　　土・日・祝　0：00-23：59

有

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 https://www.tokyokita-jadecom.jp/ 有 24時間 有

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 https://www.juntendo.ac.jp/hospital_nerima/ 有 24時間 有

公立福生病院 197-8511 福生市加美平１－６－１ 042-551-1111 www.fussahp.jp 有 24時間 有

医療法人社団コンシューマ
メディカル　四ッ谷レディス
クリニック

102-0083 千代田区麹町６－４－１４　堤ビル２Ｆ 03-3234-5343 http://:yotsuya-lc.com 有 平日・土　10：00-13：00　15：00-18：30 有

医療法人社団ＩＬＣ会　一番
町レディースクリニック

102-0082 千代田区一番町４－２６　相模屋第５ビル２Ｆ 03-3261-2255 https://www.1-ilc.com/ 有
月　10：00-13：00　16：00-18：30
火・水・金　9：30-13：00　16：00-18：30
木　16：00-18：30　土　10：00-13：00

有

紀尾井町レディースクリニッ
ク

102-0094
千代田区紀尾井町３－２９　紀尾井ロイヤルハイツ２
０４

03-6666-5505 http://www.kioicho-lc.jp/ 有
月・火・水・木　9：30-13：30　16：00-20：00
金  9：30-13：30　16：00-20：00（12月から)
土　10：30-13：30

有

Ｓ．Ｔ　ｓｔｙｌｅ　クリニック 102-0083 千代田区麹町４－６－８　ダイニチ麹町ビル３Ｆ 03-6261-7405 https://ststyle-clinic.jp 無 月・火・水・金・土　10：00-19：00 有

あゆみクリニック 101-0052 千代田区神田小川町１－１０－３　保坂ビル７Ｆ 03-5577-5253 https://www.ayumiclinic.com 有
月・火・木　11：30-14：00　17：00-20：00
土　　11：30-14：00

有

医療法人社団授生会　杉
村レディースクリニック

102-0076 千代田区五番町２　横山ビルＢ１Ｆ 03-3264-8686 https://www.ivf-baby.org 有 平日　8：30-19：00　土　8：30-13：00 有

霞ヶ関土居美佐クリニック 100-0011
千代田区内幸町２－２－１　日本プレスセンタービル
Ｂ１

03-3519-5079 http://doimisa-clinic.com/ 有
月・火・木・金・第4水　10：30-13：00
　　　　　　　　　　　　　　15：00-18：30
第1・2・3　　　　　　　　15：00-18：30

有

医療法人社団春音会　はる
ねクリニック銀座

104-0061
中央区銀座１－５－８　ギンザウィローアベニュービル
ディング６Ｆ

03-5250-6850 http://www.haruneclinic.com/
有

婦人科
月・火・水・金　9：30-17：00
土　9：30-14：00　　木　12：00-19：00

無
院外処方

医療法人社団新宿レディー
スクリニック会　東京レ
ディースクリニック

104-0031 中央区京橋１－１－５　セントラルビル５Ｆ 03-3342-1971 https://www.tokyo-ladies.jp/
有

産婦人科
平日・土・日・祝　9：30-19：00 有

医療法人鉄蕉会　亀田京
橋クリニック

104-0031
中央区京橋３－１－１　東京スクエアガーデンビル４
階・６階

03-3527-9100 http://www.kameda-kyobashi.com/ja/index.html 有
平日　9：00-13：30　14：00-18：30
土　　10：30-13：30　15：00-17：00

無

医療法人社団　楠原ウィメ
ンズクリニック

104-0061 中央区銀座５－６－２　銀座七宝ビル６Ｆ 03-6274-6433 https://www.kusuhara-womens.jp/ 有
月・火・水・金　9：00-13：00　15：00-18：30
木・土　　9：00-13：00

有

ＫＩＳＨＩ　ＣＬＩＮＩＣＡ　ＦＥＭＩＮ
Ａ

104-0061 中央区銀座８－５－６　並木通り　中島商事ビル５階 03-5537-7171 www.kishiclinicafemina.jp 有
月・火・木・金　18：30-22：00
水・土　14：00-17：30　18：30-22：00
日・祝　9：30-13：00　14：00-17：30　18：30-22：00

有

こやまレディースクリニック 104-0054 中央区勝どき３－３－６　勝どき田窪ビル２Ｆ 03-5859-5975 http://koyama-lc.com/ 有
平日　9：30-12：30　14：30-18：30
土　 　9：00-13：30　14：30-17：00

有

医療法人舘出張　佐藤会
フィーカ　レディースクリニッ
ク

103-0027
中央区日本橋２－５－１　日本橋高島屋三井ビルディ
ング１０Ｆ　１００１号室

03-6910-3977 http://fika-lc.jp/ 有
月　8：30-19：00　水　8：30-17：00
火・木・金　9：30-19：00

有

ＥＡＳＥ女性のクリニック 104-0042
中央区入船１－１－２４　ドルフィンＫＯＴＯ入船ビル５
Ｆ

03-3206-1112 https://ease-clinic.jp 有
月・火・木・金　9：00-18：30
水　9：00-13：30　土　9：00-14：00

有

医療法人社団　銀座ウィメ
ンズクリニック

104-0061 中央区銀座６－１２－１３　大東銀座ビル４Ｆ 03-5537-7600 http://www008.upp.so-net.ne.jp/ivfginza/ 有
月・火・水・金　9：00-13：30　15：00-18：30
土　9：00-13：30

有

緊急避妊に係る診療が可能な産婦人科医療機関等一覧（都道府県集計用）
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東日本橋レディースクリニッ
ク

103-0011
中央区日本橋大伝馬町13-8
 メディカルプライム日本橋小伝馬町4階

03－6661－6658 https://higashinihonbashi-lc.com/ 有
月・水・金　10：00-20：00
火・木　　10：00-17：00

有

医療法人社団康寿会　堀
産婦人科

108-0074 港区高輪３－７－８ 03-3449-3541 https://www.hori3541.or.jp 有
平日　9：00-12：30　16：00-18：30
土　 　9：00-13：00

有

広尾かなもりクリニック 106-0047 港区南麻布５－１０－２４　第２佐野ビル４Ｆ 03-6408-0652 http://kanamori-clinic.com/ 有
月　14：00-19：30
火・水　9：00-17：00

有

ピンクリボン　ブレストケア
クリニック　表参道

107-0061 港区北青山３－６－１９　バイナリー北青山２Ｆ 03-3407-7373 http://pinkribbon-brestcure.com/ 有
月・火・水・金　10：00-19：00
木・土　　　　　　9：30-17：30

有

白金高輪海老根ウィメンズ
クリニック

108-0074 港区高輪１－２－１７　高輪梶ビル５Ｆ 03-5789-2590 http://ebine-womena-clinic.com 有
平日　8：30-19：00
土・日・祝　8：30-17：00

有

美馬レディースクリニック 107-0052 港区赤坂３－１３－１３　中村ビル４Ｆ 03-6277-7397 http://www.mima-ladies.com/ 有
月・火・水・金　10：00-19：00
土　　　　　　10：00-14：00

有

浜松町大門レディースクリ
ニック

105-0013 港区浜松町２－２－１５　浜松町ゼネラルビル８Ｆ 03-6403-4105 http://www.hamadai-ladies.com
有

産科・婦人科
平日　11：00-20：00
土　 　11：00-16：00

有

ジェネラルクリニック 106-0032 港区六本木６－１－８　六本木グリーンビル８Ｆ 03-3401-0333 http://general-clinic.tokyo
有

婦人科
平日　10：30-18：30　土　11：00-19：00（不定休）
日　11：00-19：00

有

東京ＡＭＨクリニック銀座 105-0004
港区新橋１－９－５　新橋Ｍ－ＳＱＵＡＲＥ　Ｂｒｉｇｈｔ　２
Ｆ

03-3573-4124 www.amh.clinic 有
月・火・水・木　9：00-12：00　15：00-19：00
水・土・祝　　9：00-12：00

有

医療法人社団セイント会
セイントメディカルクリニック

107-0062 港区南青山２－４－１２　南青山アサヒビル３Ｆ 03-5772-6881 http://www.saint.or.jp
有

婦人科
月・火・木・金　10：30-14：00　16：00-20：00
水　16：20：00　土　10：30-14：00 完全予約制

有

医療法人社団神徳会　芝
公園かみやまクリニック

105-0014 港区芝２－９－１０　ダイユウビル１Ｆ 03-6414-5641 s-kamiyamaclinic@jcom.home.ne.jp 有
月・火・金　10：00-13：00　16：00-18：30
水　10：00-13：00　16：00-17：00
木　16：00-18：00　　土　10：00-13：00

有

医療法人社団　いわきたえ
こレディースクリニック

105-0004 港区新橋１－１８－１９　キムラヤオオツカビル３Ｆ 03-3593-6321 http://iwaki-lc.jp 有
月・水・木　11：00-13：30　16：00-19：30
火・金・土　11：00-13：30

有

アヴェニューウィメンズクリ
ニック

106-0032 港区六本木７－１４－７　トリニティビル４Ｆ 0120-766-649 https://www.aw-clinic.com 有 平日　11：00-20：00　日　11：00-20：00 有

医療法人社団まなみウィメ
ンズ　麻布十番まなみウィメ
ンズクリニック

106-0045
港区麻布十番１－５－１９　ラトリエ・メモワールビル２
Ｆ

03-3405-0928 http://www.azabuwomens-cl.com/ 有
月・火・木　11：00-14：00　15：00-19：00
金　　11：00-14：00　15：00-20：00
土　　10：30-15：30

有

一般社団法人日本家族計
画協会市谷クリニック

162-0843 新宿区市谷田町１－１０　保健会舘新館 03-3235-2694 有
火　13：30-18：30　　第2土　10：00-15：30
（平日　9：00-17：00　応相談）

有

医療法人社団ウィミンズ・
ウェルネス　女性ライフクリ
ニック新宿

160-0022 東京都新宿区新宿3-14-1　新宿伊勢丹地下2F 03-6273-1220 http://w-wellness.com/ 有
火～日：11:00～19:00
月曜は休診（月曜が祝日の場合は翌日）
ご来院前にホームページやお電話でご確認ください

有

なでしこ女性診療所 169-0075 新宿区高田馬場１－１　メトロシティ西早稲田２Ｆ 03-6233-8228 https://nadeshiko-women.com/ 有
月・火・木・金　9：30-12：45　14：30-18：15
水　9：30-12：45　土　9：30-11：45　13：00-15：45

有

まきレディスクリニック 169-0075 新宿区高田馬場１－２８－１８　和光ビル２Ｆ 03-6457-6123 https://maki-lc.jp/ 有
月・水・金　10：00-19：00
木　10：00-13：30　土　10：00-17：00

有

医療法人社団しらゆき
ジャスミンレディースクリ
ニック新宿

160-0022 新宿区新宿３－３０－１１　新宿高野第二ビル４Ｆ 03-5315-4920 https://jlc.tokyo/ 有 月・火・木・金・日　11：00-14：00　16：00-20：00 有

新宿駅前さくらレディースク
リニック

160-0023 新宿区西新宿１－３－１７　新宿第１アオイビル９Ｆ 03-5989-0022 https://www.shinjyuku-sakura.jp/ 有
平日　11：00-15：00　17：00-22：00
土・日・祝　11：00-18：00

有
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ケイ・レディースクリニック新
宿

163-0605 新宿区西新宿１－２５－１　新宿センタービル５Ｆ 03-3343-9555 www.klcs.jp 有
月・木・金・土　11：00-12：30　14：30-18：30
日　　11：00-12：30　14：30-17：30

有

医療法人社団ＳＫ医新会
曙橋レディースクリニック

162-0065 新宿区住吉町１－１２　新宿曙橋ビル２Ｆ 03-5919-8828 http://www.aklady.com/ 有
平日　10：00-12：30　15：30-18：30
土　 　10：00-12：30

有

医療法人社団新宿レディー
スクリニック会　新宿レ
ディースクリニック

163-1332 新宿区西新宿６－５－１　新宿アイランドタワー３２階 03-3340-1971 https://www.1971fujinka.jp/
有

産婦人科
平日・土・日・祝　9：30-19：00 有

近藤医院 113-0021 文京区本駒込５－６０－６ 03-3821-1804 http://www.catnet.ne.jp/h-kondo/ 有
月・水・木・金・土　9：00-13：00　15：00-18：30
火　9：00-13：00

有

一宮クリニック 113-0033 文京区本郷２－２７－８　太陽館ビル１Ｆ 03-3818-5371 www.ichimiyaclinic.com
有

産婦人科
月・火・金　9：30-18：30　水・木・土　9：30-13：00 有

医療法人社団光樹会　白
山レディースクリニック

112-0001 文京区白山５－３６－９　白山麻の実ビル９Ｆ 03-5689-3070 http://hakusanladies.com/ 有
平日　9：30-13：00　14：30-18：15
土　　9：30-13：00

有

かみやレディースクリニック 113-0021 文京区本駒込２－１０－７　濱田ビル１Ｆ 03-5977-8811 https://kamiya-lc.com/ 有
月火水金　9:30-12:30、15:00-19:00
土9:30-12:30、14:00-17時

有

医療法人社団誠仁メディカ
ル　誠ウイメンズクリニック

112-0014 文京区関口１－１８－６　ユニーブル江戸川橋２Ｆ 03-3513-0355 http://www.sei-clinic.jp 有
平日　10：00-13：00　13：00-18：30
土　 　10：00-13：30

有

根津・谷中レディースクリ
ニック

110-0001 台東区谷中１－１－１６ 03-3823-2346 http://nezuyanaka.jp/ 有 火水金土　19:00-21:00 有

あさくさ産婦人科クリニック 111-0035 台東区西浅草３－２－５ 03-3844-9236 http://www.asakusa-sanfujinka.jp 有
平日9:30‐13:00、15:00-18:30
土曜日9:30-13:00

有

医療法人社団新宿レディー
スクリニック会　上野レ
ディースクリニック

110-0005
台東区上野２－７－１３　ＪＴＢ損保ジャパン日本興亜
上野共同ビル２Ｆ

03-5812-1971 https://www.ueno-ladies.jp/
有

産婦人科
平日・土・日・祝　9：30-19：00 有

医療法人社団悠俊会　上
野皮フ科・婦人科クリニック

110-0015 台東区東上野１－７－１２　徳永ビル２Ｆ 03-5842-1200 http://www.uenoderma.jp 有
月・火・水・金　9：30-19：00
木　　9：30-12：30　土　　9：30-13：00

有

相生産婦人科医院 130-0021 墨田区緑１－７－７ 03-3631-0465
有

産科・婦人科
木　14：00-19：00
土　9：00-14：00

有

大倉医院 131-0031 墨田区墨田１－１０－４ 03-3611-4077 https://www.doctors-search.com/c-sumida/okuraiin/ 有
平日　9：00-13:00　16：00-19：00
土　 　9：00-13:00

有

あんずレディースクリニック 130-0001 墨田区吾妻橋２－３－９　ノエルビル２Ｆ 03-6456-1682 http://www.anzu-ladies.com/ 有
月・火・木・金　10：00-12：30　15：00-18：30
土　9：00-12：30

有

北砂クリニック 136-0073 江東区北砂２－１４－２０ 03-3640-5341 有
平日　9：00-18：30
土　 　9：00-12：30

有

医療法人社団理仁会
ツインタワーすみとしクリ
ニック

135-0002
江東区住吉１－１９－１　ツインタワーすみとし住吉館
２０４

03-3635-0010 http://36350010.com/ 有
月・火・木・金　9：30-12：30　15：00-18：30
水　9：00-12：30　土　10：00-13：00

有

東陽すずらんレディースクリ
ニック

135-0016 江東区東陽４－８－２１　ＴＳＫ第２ビル３Ｆ 03-5926-5688
有

産婦人科
月・火・木・金・土　10：00-12：30
月・火・木・金　　　15：30-19：00　予約制

有

江クリニック 141-0032 品川区大崎５－７－１４　五反田ロイヤルハイツ１０１ 03-3491-3073 有
月・火　9：00-13：30  水・金　15：00-18：30
土　9：00-13：30

有

不動前レディースクリニック 141-0031 品川区西五反田５－１１－１３ 03-3779-8711 https://fudomae.webnode.jp/ 有
月・火・水・木・金・土　10：00-13：00
月・火・木・金　　　 　　15：00-19：00

有

http://www.klcs.jp/
http://www.aklady.com/
https://www.1971fujinka.jp/
http://www.catnet.ne.jp/h-kondo/
http://www.ichimiyaclinic.com/
http://hakusanladies.com/
https://kamiya-lc.com/
http://www.sei-clinic.jp/
http://nezuyanaka.jp/
http://www.asakusa-sanfujinka.jp/
https://www.ueno-ladies.jp/
http://www.uenoderma.jp/
https://www.doctors-search.com/c-sumida/okuraiin/
http://www.anzu-ladies.com/
http://36350010.com/
https://fudomae.webnode.jp/
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産科、婦人科又は産婦人科の

標榜の有無
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緊急避妊に係る診療が可能な産婦人科医療機関等一覧（都道府県集計用）

基本情報

医療法人社団雙葉会　はな
おかレディースクリニック

140-0003 品川区南大井６－１７－１５　第二タジマビル３Ｆ 03-5767-5285 https://www.hanaoka-ladiescclinic.com/ 有
月・水・木・金　9：30-13：00　月　16：00-19：00
水・木・金　15：00-19：00　土　9：30-16：00
予約制

有

医療法人社団ＪＳＫ　田中レ
ディスライフクリニック

153-0063 目黒区目黒３－１０－２ 03-3793-1997 https://tanaka-ladies.com/ 有
平日　9：30-12：00　15：00-18：30
土 　　9：30-13：30

有

医療法人社団七花会　平
田クリニック

152-0032 目黒区平町１－２６－２０ 03-3717-7256 http://www.hi-gym.jp 有
月・水・木・金　9：00-13：00　15：00-19：00
火　　9：00-13：00
土　　9：00-13：00　　15：00-17：00

有

イノウユキコ婦人クリニック 152-0001 目黒区中央町１－８－１５　アパートメントイラカ１階 03-3760-0810 https://www.inou-cl.com/ 有
月・火・水・金　10：00-11：30　15：00-18：30
土　　10：00-11：30

有

医療法人社団　徳真会　と
くおかレディースクリニック

152-0031
目黒区中根１－３－１　三井住友銀行都立大学駅前
ビル６Ｆ

03-5701-1722 http://www.tokuoka-ladies.com 有
月・火・水・金　10：00-13：00　15：00-19：00
土　　9：00-12：00

有

祐天寺ウィメンズヘルスクリ
ニック

153-0052 目黒区祐天寺２－７－２３　ラポルト祐天寺２０２ 03-5708-5081 https://satoh-womenshealth.com/ 有
月・火　8：00-12：30　15：00-18：00
木　9：00-12：30　15：00-19：30
金　9：00-12：30　15：00-19：00

有

自由が丘ちあきレディース
クリニック

152-0034
目黒区緑が丘２－２４－１５　コリーヌ自由が丘ＥＳＴ１
階Ｂ

03-3723-1117 https://chiaki-lc.jp 有
平日　9：30-12：30　15：00-18：30
土　9：30-13：00

有

産婦人科野口医院 143-0016 大田区大森北４－２５－５ 03-3761-1331 www.myclinic.ne.jp〉noguchi 有
月・火・木・金　9：00-12：00　16：00-19：00
土　　　　　9：00-12：00

有

永石医院 145-0066 大田区南雪谷２－１０－２ 03-3728-0345 http://www.nagaishi-iin.com 有
月曜日9：00-12:00
水曜日9:00-12:00  15:00-19:00
金曜日13:00-16:00

有

医療法人社団暁明会　井
上メディカルクリニック

146-0092 大田区下丸子４－２１－１３　　プレイスモール２Ｆ 03-3756-6278 http://www.kyomeikai-imc.com 有
月・火・水・金　10：00-13：00 15：00-18：30
土　10：00-15：00

有

医療法人社団善方会　田
園調布オリーブレディース
クリニック

145-0071 大田区田園調布２－４０－１９　フォースＤＣ２Ｆ 03-3721-8008 https://olive-lc.com/ 有
月　10：00-13：00　15：00-18：00　火　10：00-13：00
水・木・金　10：00-13：00　15：00-19：00
土　10：00-13：00

有

医療法人社団一生会　平
和島レディースクリニック

143-0016
大田区大森北６－２６－２８　ＧＯＧＯクリニックビル５
Ｆ

03-5763-0888 http://www.heiwajima-ladies.com/ 有
月・火・木　10：00-20：00
水・金　 　　10：00-17：00

有

三宅宮コパレディースクリ
ニック

158-0093 世田谷区上野毛３－２３－２２ 03-3702-5800 有

月火金　11時から14時、15時から19時
水　14時から19時
土　11時から14時
日祝　11時から13時（不定期）

有

三軒茶屋ペルソナレディー
スクリニック

154-0004
世田谷区太子堂４－２６－１２　くらしの友三軒茶屋ビ
ル５Ｆ

03-5779-4888 https://persona-ladies.com/ 有
月・水・木・土　10：00-13：00　15：00-19：00
火　16：00-20：00　日　9：00-13：00

有

医療法人社団十進会　波
平レディスクリニック

156-0052 世田谷区経堂２－１７－１ 03-5477-0236 有 月・火・水・木・金・ど　9：00-12：00　14：30-19：00 有

医療法人社団ウィング　に
しなレディースクリニック

158-0097 世田谷区用賀４－５－２０　アドバンス高荒２Ｆ 03-5797-3247 www.nishina-clinic.com 有
平日　10：00-19：00
土　 　10：00-13：00

有

用賀レディースクリニック 158-0098 世田谷区上用賀３－８－１１ 03-5491-5137 http://www.llyoga-lady.com 有 平日　9：30-19：00 有

医療法人社団ひつじ会三
軒茶屋メリーレディースクリ
ニック

154-0004 世田谷区太子堂２－１５－１　野村三軒茶屋ビル２Ｆ 03-5433-1162 http://merry-ladies-clinic.com/ 有
平日　9：30-19：00
土　 　9：00-12：30

有

こまざわレディースクリニッ
ク

154-0012 世田谷区駒沢１－１９－８　アーバネスト駒沢２Ｆ 03-6805-2881 www.kpmazawa-ic.com 有 月・火・水・木　9：00-12：00　15：00-19：00 有

https://www.hanaoka-ladiescclinic.com/
https://tanaka-ladies.com/
http://www.hi-gym.jp/
https://www.inou-cl.com/
http://www.tokuoka-ladies.com/
https://satoh-womenshealth.com/
https://chiaki-lc.jp/
http://www.myclinic.ne.jp〉noguchi/
http://www.nagaishi-iin.com/
http://www.kyomeikai-imc.com/
https://olive-lc.com/
http://www.heiwajima-ladies.com/
https://persona-ladies.com/
http://www.nishina-clinic.com/
http://www.llyoga-lady.com/
http://merry-ladies-clinic.com/
http://www.kpmazawa-ic.com/
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広尾レディース 150-0013 渋谷区恵比寿１－１２－１　ＣＲＤ　Ｅｂｉｓｕ－１ｓｔ　５Ｆ 03-5447-2900 http://www.hiroo-ladies.com 有
平日　10：00-13：00　14：30-19：00
土 　　10：00-14：00

有

医療法人社団雄秀会　渋
谷文化村通りレディスクリ
ニック

150-0043 渋谷区道玄坂２－２３－１２　フォンティスビル５階 03-5428-6118 https://www.shibuya-bunkamuradori-ladies.jp/ 有
月・水・木　10：00-13：00　15：00-19：00
土・日　　　10：00-15：00

有

よよぎ女性診療所 151-0063
渋谷区富ケ谷１－８－３　安達ビジネス・パーク・ビル
４Ｆ

03-6804-8839 https://yoyogi-josei-45.com 有
月・火・水・金　9：30-12：30　15：00-19：00
土　9：30-14：00

有

医療法人社団霞山会　ＭＹ
メディカルクリニック

150-0042
渋谷区宇田川町２０－１７　ＮＭＦ渋谷公園通りビル５
Ｆ

03-6452-5100 https://www.mymc.jp
有

婦人科
平日　9：00-12：00　13：00-16：30　18：00-20：15
土　9：00-12：00　13：00-16：30

有

医療法人社団新宿レディー
スクリニック会　渋谷レ
ディースクリニック

150-0002 渋谷区渋谷１－７－７　住友不動産青山通ビル２Ｆ 03-3346-1971 https://www.shibuya-ladies.jp/
有

産婦人科
平日・土・日・祝　9：30-19：00 有

医療法人社団しらゆき
ジャスミンレディースクリ
ニック渋谷

150-0002 渋谷区渋谷１－１４－９　藤和宮益坂ビル１０Ｆ 03-5778-3803 https://jlc.tokyo 有 平日・土　11：00-14：00　16：00-20：00 有

こんどうクリニック 150-0002 渋谷区渋谷３－１８－５　佐藤エステートビル新館５Ｆ 03-3400-4111 www.kondou.clinic.com
有

婦人科
月・火・水・金　10：00-12：40　16：00-19：40
木　　16：00-19：40

有

篠原クリニック 151-0073 渋谷区笹塚３－５８－１８ 03-3377-6633 http://scl.la.coocan.jp/ 有
月・火・金　9：30-12：30　16：00-18：30
水　9：30-12：30　16：00-17：30　土　9：30-12：30

有

酒井医院 164-0003 中野区東中野３－６－１３ 03-3371-6730 有
平日　8：00-12：00　15：00-19：00
土　 　8：00-12：00　15：00-18：00

有

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 http://www.snwomen.net/
有

産婦人科
月・火・木・金　10：00-12：30　15：00-19：00
水・土　　　　　　10：00-12：30

有

牧野産婦人科クリニック 164-0012 中野区本町２－４６－１　サンブライトツイン３Ｆ 03-5350-3521 http://makino-shc.jp/ 有
月・火・水・金　9：30-13：30　16：00-19：00
木・土　9：30-13：30

有

医療法人社団　けい子レ
ディースクリニック表参道

150-0001 渋谷区神宮前５－４５－８　ノースアオヤマ２Ｆ 03-5766-3367 www.keiko-clinic.net 有
火・水・木・金　10：00-13：15　15：00-18：30
土　10：00-16：00　事前予約

有

医療法人社団ＭＥＤＩＡＧＥ
メディアージュクリニック青
山

150-0001 渋谷区神宮前５－５１－８　ラ・ポルト青山７Ｆ 03-5464-6110 https://www.mediage-ladies.jp/ 有
平日　11：00-20：00
土・日・祝　11：00-20：00

有

医療法人社団北嶺会　林
医院

166-0002 杉並区高円寺北２－３５－１３ 03-3338-6826 有 月・水・金・土　8：30-11：30　火・木　18：00-19：00 有

市川クリニック 166-0002 杉並区高円寺北２－４－８ 03-3337-2723
有

産婦人科
月・水・金　17：30-21：00 有

医療法人社団碩和会　下
平レディスクリニック

166-0003 杉並区高円寺南１－４－１２ 03-5377-0834 https://www.shimodaira-ladies.com/ 有
平日　8：45-18：00　土　8：45-14：00
時間外は緊急電話にて対応可能

有

こみちレディースクリニック 167-0051 杉並区荻窪５－２７－５　中島第二ビル５Ｆ 03-5335-7575 https://komichi-lc.jp/
有

婦人科
月・火・木・金　9：00-12：00　15：00-19：00
水　9：00-12：00　土　　9：00-13：00

有

医療法人社団新宿レディー
スクリニック会　池袋レ
ディースクリニック

170-0013 豊島区東池袋１－１０－１　住友池袋駅前ビル３Ｆ 03-6911-1971 https://www.ikebukuro-fujinnka.jp/
有

産婦人科
平日・土・日・祝　9：30-19：00 有

医療法人社団朱紡会　巣
鴨レディースクリニック

170-0002 豊島区巣鴨２－５－１２　真野ビル２Ｆ 03-3916-2262 https://sugamo-lc.jp/ 有
月・木・土　10：00-13：00　15：00-18：00
火　10：00-13：00　　金　15：00-19：00

有

医療法人社団しらゆき
ジャスミンレディースクリ
ニック池袋

170-0013 東京都豊島区東池袋１－２－２　東池ビル５階 170-0013 https://jlc.tokyo/ 有 月・火・水・金・土曜　11:00-14:00  16:00-20:00 有

http://www.hiroo-ladies.com/
https://www.shibuya-bunkamuradori-ladies.jp/
https://yoyogi-josei-45.com/
https://www.mymc.jp/
https://www.shibuya-ladies.jp/
https://jlc.tokyo/
http://www.kondou.clinic.com/
http://scl.la.coocan.jp/
http://www.snwomen.net/
http://makino-shc.jp/
http://www.keiko-clinic.net/
https://www.mediage-ladies.jp/
https://www.shimodaira-ladies.com/
https://komichi-lc.jp/
https://www.ikebukuro-fujinnka.jp/
https://sugamo-lc.jp/
https://jlc.tokyo/
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まの産婦人科 170-0005 豊島区南大塚２－２５－９　田口ビル１Ｆ 03-5940-0303 http://mano-sanfujinka.holy.jp
有

産婦人科
月・水　12：00-19：00　火・土　9：00-14：00
木・金　9：00-19：00

有
5人分

医療法人社団　宜興会　西
池袋　　秀クリニック

171-0021 豊島区西池袋１－２－１　クリフィックス　スクエア２Ｆ 03-5952-0066 www.syu-clinic.com 有
月・水・木・土　10：00-13：30　16：00-18：30
日・祝　10：00-13：30　15：00-17：30

有

医療法人社団雄秀会　池
袋クリニック

171-0021 豊島区西池袋２－３５－８ 03-3982-6228 https://www.ikecli.com 有
月・火・木・金　10：00-12：30　15：00-19：00
土　　10：00-13：00

有

クリニカ・アンジェラ 170-0002 豊島区巣鴨２－９－３　田中ビル３０３ 090-9200-8553 有
月・火　15：00-19：30
日　　　12：00-19：30

有

安康レディースクリニック 171-0014 豊島区池袋２－４２－３　オスカービル２Ｆ 03-3971-3544 www.ankoladies.com
有

産婦人科
平日　10：00-13：00　15：30-19：00
土　　　10：-00-14：00

有

山手大塚レディスクリニック 170-0004 豊島区北大塚２－１３－１　Ｇ・Ｈ・Ｙビル７Ｆ 03-5907-6158 https://www.yamateladies.jp 有
火　10：00-20：00　水　9：00-19：00
木　10：00-19：00　金　9：00-20：00
土　9：00-18：00

有

駒込山王クリニック 170-0003
豊島区駒込１－３７－１０　駒信インテリジェントビル
ディング１Ｆ

03-6304-1839 www.ksannoh.com 有
平日　9：30-12：30　15：30-21：00
土　　　9:00-12:30

有

医療法人社団育和会　長
橋産婦人科

171-0051 豊島区長崎２－５－７ 03-3959-0351 http://www.e-ladys-climic.com/ 有
月・水・土　9：00-12：30　15：00-18：30
火・金　　　9：00-12：30

有

医療法人社団白ゆり会　し
のざきクリニック

171-0051 豊島区長崎５－１－３１　豊島ハイツ２０１ 03-5966-2249 有
火・木・金　12：30-18：00　水　15：00-19：00
土　10：00-12：30

有

板橋医院 114-0023 北区滝野川７－８－１２ 03-3916-5670 http://itabashi-iin.com/ 有
月・火・水・木・金　9：00-12：00
月・火・水・金　　　15：00-19：00　木　15：30-19：00

有

医療法人社団生和会　赤
羽レディースクリニック

115-0045 北区赤羽２－１３－１　花川ビル２Ｆ 03-5249-5651 http://www.akabaneladys.jp/ 有
月・火・木・金　9：00-19：00
水・土　 　　　　9：00-13：00

有

岩瀬クリニック 114-0013 北区東田端１－１４－１　田端クリニックモール４Ｆ 03-3809-6555 www.iwase-clinic.com 有
月・火・水・金　9：00-12：00　16：00-18：30
土　9：00-12：00

無

女性とこころのクリニック 116-0001
荒川区町屋１－１－９　メディカルセンターＭｅｄｉｕｍ町
屋４Ｆ

03-5855-1233 www.josei-kokoro.jp 有 月・水・木・金　10：00-13：00　15：00-18：30 有

医療法人社団秀洋会　白
十字診療所

116-0013 荒川区西日暮里２－１９－１０　日暮里ＫＳビル３階 03-3802-3911 www.hakujuji-clinic.com
有

産婦人科
平日　9：00-14：30　17：00-19：30
土　　9：00-12：00

有

斎藤医院 176-0004 練馬区小竹町２－８－８ 03-3955-3511 有
月・火・水・金・土　9：00-11：30
月・火・水・金　　　17：00-19：00

有

医療法人社団健晟会　扇
内医院

176-0024 練馬区中村３－４－１８ 03-3990-2111 http://www.ogiuchi.com 有
平日　9：30-12：30　14：00-17：30　土　9：30-12：30
　１２月より平日　9：30-12：30　14：00-18：30

有

たかみクリニック 176-0001 練馬区練馬４－１０－１０ 03-5984-5122 http://takami-cl.jp/ 有
平日　9：00-12：30　15：30-19：00
土 　　9：00-12：30

有

矢追医院 123-0872 足立区江北２－３３－６ 03-3890-3387 http://www.yaoi.org 有
月　9：30-17：00　火・木　9：30-18：00
土　12：00-19：30　日・祝０：00-17：30

有

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 www.masudasanfujinka.jp 有
月・火・水・木・金・土　9：00-11：30
月・火・木・金　13：00-15：30
月・水・金　18：00-19：00

有

太田医院 132-0025 江戸川区松江３－１９－１７ 03-3656-1450 有
月・火・水・金　9：00-13：00　14：30-18：20
土　　9：00-13：00

有

http://mano-sanfujinka.holy.jp/
http://www.syu-clinic.com/
https://www.ikecli.com/
http://www.ankoladies.com/
https://www.yamateladies.jp/
http://www.ksannoh.com/
http://www.e-ladys-climic.com/
http://itabashi-iin.com/
http://www.akabaneladys.jp/
http://www.iwase-clinic.com/
http://www.josei-kokoro.jp/
http://www.hakujuji-clinic.com/
http://www.ogiuchi.com/
http://takami-cl.jp/
http://www.yaoi.org/
http://www.masudasanfujinka.jp/
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緊急避妊に係る診療が可能な産婦人科医療機関等一覧（都道府県集計用）

基本情報

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 http://www.saigusa.or.jp/ 有 24時間対応 有

まるはし女性応援クリニック 190-0012 立川市曙町２－９－４　野口ビル３Ｆ 042-512-8736 http://www.marugyne.com 有
月・火・水・木　11：00-13：30　16：00-19：00
日　　11：00-15：00

有

毛利もとこ女性クリニック 190-0023
立川市柴崎町２－１－８　立川駅南口メディカルモー
ル２Ｆ

042-540-3300 https://www.josei-clinic.info/ 有
月・火・木・金　9：30-12：30　15：00-18：30
土　9：30-15：00

有

武蔵境いわもと婦人科クリ
ニック

180-0023 武蔵野市境南町３－１４－６　山桃ビル２Ｆ 0422-31-3737 https://www.iwa-cl.jp/ 有
月・水・金　10：00-14：00　16：00-20：00
火　10：00-14：00　16：00-18：30
木　10：00-14：00　土　10：00-13：00　14：00-17：00

有

むさしのレディースクリニッ
ク

180-0022 武蔵野市境１－４－３　ヒルズＫ１Ｆ 0422-38-6340 https://musashino-ladies.jp/ 有
月・火・水・金　9:30-12:00　 15：30-19：00
土　　9：30-12：30

有

みたか北口ゆきレディスク
リニック

180-0006 武蔵野市中町１－１７－２　ステラ武蔵野３Ｆ 0422-56-7177 https://mkyuki-lc.jp 有
平日　9：30-13：00　15：00-18：30
土　　9：30-13：00

有

医療法人社団友久会　池
下レディースクリニック吉祥
寺

180-0004 武蔵野市吉祥寺本町１－２３－１　ＫＳ２３ビル６・７Ｆ 0422-27-2965 http://www.ikeshita-clinic.com/kichijoji/ 有
平日　9：00-19：00
土　　9：00-14：00

有

おおやクリニック 180-0022 武蔵野市境２－８－３ 0422-51-3001 https://www.ooya-clinic.com 有
月・火・水・木・金・土　9：00-12：00
月・水　15：00-18：00
火・金　15：00-19：00

有

医療法人社団アソシア会
吉祥寺レディースクリニック

180-0003
武蔵野市吉祥寺南町２－６－１０　富士パームビル５
Ｆ

0422-40-1770
有

婦人科
平日　10：00-13：00　15：00-18：30
土 　　10：00-13：00

有

吉祥寺南町診療所 180-0003 武蔵野市吉祥寺南町２－５－３ 0422-49-9820 http://www.kichinan.com/clinic/
有

産婦人科

月・火・木・金　9：30-12：30
月・木・金・土　15：00-17：00
月・水・木・金　19：30-20：00

有

レディースクリニックりゅう 180-0023
武蔵野市境南町２－１２－２　武蔵野エイトマンション
１・２Ｆ

0422-32-2055 有
平日　10：00-13：00　15：00-19：00
土 　　10：00-13：00　15：00-17：00
日　第2・第4　　10：00-13：00

有

医療法人社団聡仁会　スマ
イルレディースクリニック

180-0003 武蔵野市吉祥寺南町２－３８－７ 0422-76-8656 http://smile-ladies.jp/ 有 平日9:30-12:30,16:00-19:30  土曜9:30-14:30 有

医療法人社団久優会　フェ
リーチェレディースクリニッ
ク吉祥寺

180-0004 武蔵野市吉祥寺本町１－１２－２　ＨＩＮＯビル２Ｆ 0422-22-6878 https://felice.or.jp/ 有
月・火・木・土　10：00-13：00　15：00-18：00
金　10：00-13：00　16：00-19：00

有

医療法人社団恵成　しおか
わレディースクリニック

180-0004 武蔵野市吉祥寺本町２－１０－１０　ファロビル３Ｆ 0422-21-1567 http://www.shiokawalc.com 有
月・火・水・金　9：00-13：00　15：30-19：00
木　15：30-19：00　土　9：00-13：00　15：30-17：00

有

村越レディースクリニック 181-0013 三鷹市下連雀３－７－２８　ラ・プルミエール村越１Ｆ 0422-29-8225 http://murakoshi-lc.com/ 有
月・水・木・金　9：00-13：00　15：00-19：00
火　9：00-13：00　土　9：00-14：00

有

貝原レディースクリニック 183-0055
府中市府中町２－５－８　Ｇｒａｃｅ　Ｃｏｕｒｔ　Ｆｕｃｈｕｅｋｉ
ｍａｅ１０１

042-352-8341 http://www.kaibara-ladies.com/ 有
月・火・木・金　11：00-13：00　15：00-19：00
水・土　11：00-13：00

有

町田東口クリニック 194-0022 町田市森野１－３５－８　ヴィンテージ２　３Ｆ 042-721-8855 https://www.machida-higashiguchi-clinic.com/clinic
有

産婦人科

月・火・木　10：00-12：30　16：00-20：30
金　　15：00-20：30
土・日・祝　10：-12：30　13：30-16：00

有

医療法人社団誠裕會　鶴
川レディースクリニック

195-0053 町田市能ケ谷３－１－５ 042-737-7271 http://www9.plala.or.jp/tsurukawa-lds/ 有
月・火・木・金　10：00-13：00　15：00-18：30
水　15：00-18：30　土　9：00-12：30

有

みなみ野レディースクリニッ
ク

192-0917
八王子市西片倉３－１－４　第２みなみ野クリニックセ
ンター４Ｆ

042-632-8044 http://www.minaminolc.jp/ 有
月･火・水・金　10:00-12:50　15:30-18:50
木・土　10:00-12:50

有

http://www.saigusa.or.jp/
http://www.marugyne.com/
https://www.josei-clinic.info/
https://www.iwa-cl.jp/
https://musashino-ladies.jp/
https://mkyuki-lc.jp/
http://www.ikeshita-clinic.com/kichijoji/
https://www.ooya-clinic.com/
http://www.kichinan.com/clinic/
http://smile-ladies.jp/
https://felice.or.jp/
http://www.shiokawalc.com/
http://murakoshi-lc.com/
http://www.kaibara-ladies.com/
https://www.machida-higashiguchi-clinic.com/clinic
http://www9.plala.or.jp/tsurukawa-lds/
http://www.minaminolc.jp/
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医療法人社団心慈会　レ
ディースクリニックマリア
ヴィラ

207-0023
東大和市上北台１－２－１４　上北台メディカルビル４
Ｆ

042-566-8827 http://www.maria-villa.jp/
有

産科・婦人科
月・火・木・金　9：00-12：00　16：30-19：30
土　9：00-12：00　14：00-17：00

有

こまちレディースクリニック 206-0033 多摩市落合１－３－１　かじやビル１Ｆ 042-357-3535
有

婦人科
月・火・水・木・金・土　9：50-12：45
月・火・水・木　　　　　15：00-18：30

有

三宅村中央診療所 100-1101 三宅村神着937番地 04994-2-0016 https://www.vill.miyake.tokyo.jp/iryou_shinryoujo/chuuou/ 無 24時間　365日対応 有

青ヶ島村国民健康保険青ヶ
島診療所

100-1701 青ケ島村青ケ島無番地 04996-9-0123 無 有
平日　9：00-17：15
夜間・休日　対応可　（要電話

有

小笠原村母島診療所 100-2211 小笠原村母島字元地 04998-3-2115 http://www.ogasawaraclinic.jp/clinic/hahajima.html 有 24時間 有

http://www.maria-villa.jp/
https://www.vill.miyake.tokyo.jp/iryou_shinryoujo/chuuou/
http://www.ogasawaraclinic.jp/clinic/hahajima.html

