
医療機関名 医療機関住所 電話番号
亀井クリニック 三宿1-8-19 3413-7077
自衛隊中央病院 池尻1-2-24 3411-0151
かまやち内科クリニック 池尻2-31-7-102 6450-8506
古畑病院 池尻2-33-10 3424-0705
たけおクリニック 太子堂4-22-7 森住ﾋﾞﾙ3F 5433-3255
三軒茶屋はやかわクリニック 太子堂5-15-13 6303-7383
いなみ内科クリニック 三軒茶屋1-13-7 2F 3413-1730
三軒茶屋第一病院 三軒茶屋1-22-8 5787-2211
ちえ内科クリニック 三軒茶屋1-32-14 園田ﾋﾞﾙ2F 6805-2081
はたいしメディカルクリニック 三軒茶屋1-35-21 LILAS三軒茶屋 2F 5787-5525
北岡クリニック 三軒茶屋1-37-10 2F 3410-0721
三軒茶屋内科クリニック 三軒茶屋2-20-18 3421-4522
恩田メディカルプラザ 三軒茶屋2-11-20 5F 5726-9327
パークサイド脳神経外科クリニック 太子堂1-3-39 B1F 3414-3300
樹のはなクリニック 太子堂2-26-2 ｻﾙｰｽ太子橋1F 5433-3388
いいむろ内科クリニック 太子堂3-28-16 3487-1166
ながしまクリニック 太子堂3-38-18 Brillia ist三軒茶屋 ﾌﾞﾗｯｻﾑﾃﾗｽ1F 5433-3818
本間医院 若林4-21-16 3419-4827
内科小久保医院 世田谷4-20-11 101 5426-3183
野村クリニック 若林4-21-15 みなとﾋﾞﾙ1F 3795-1511
髙島・山田クリニック 若林4-16-15 3419-2396
つぼ内科おなかクリニック 梅丘2-23-30 3425-0587
こうらクリニック 豪徳寺1-23-22 3425-2333
鴻上内科医院 梅丘1-11-3 3420-5219
梅ヶ丘駅前クリニック 梅丘1-25-1 2F 5477-1192
深沢クリニック 弦巻2-39-3 3426-8253
村田医院 豪徳寺2-16-25 3425-2612
ほしの内科・アレルギークリニック 桜3-2-17 DS桜ﾋﾞﾙ2F 5426-6567
世田谷通り桜内科クリニック 桜3-2-6 3420-1159
桜丘クリニック 桜丘5-17-4 直井ﾋﾞﾙ1F 5426-2292
こしだ内科クリニック 桜丘2-27-11 ﾚﾌｨｰﾉKMﾋﾞﾙ1F 3425-1771
松岡醫院 桜丘3-26-4 3706-3870
世田谷井上病院 桜丘4-25-8 3425-1817
西クリニック 経堂2-1-33 経堂ｺﾙﾃｨ3F 3425-0024
五十子クリニック 経堂5-3-29 3426-0220
臼井内科 桜1-65-8 ｴﾝﾌﾞﾚﾑ経堂1F 5426-8811
かなざわ内科クリニック 宮坂1-38-18 5942-6833
梶原内科クリニック 代田3-1-3-102 3424-8777
秋元クリニック 代田1-45-3 5430-0008
小久保小児科医院 大原2-28-2 3328-4850
大原クリニック 大原2-23-19 3324-3077
山崎整形外科 羽根木1-2-2 5376-3711
寺田医院 羽根木2-17-11 3322-2685
明大前クリニック 松原2-42-14 美鈴Sﾋﾞﾙ101 5376-2281
うすだ内科クリニック 松原2-29-1-201 3323-7707
明大前つじ内科クリニック 松原2-41-15-101 5300-3377
星医院 松原5-5-1 3325-3080
大坪医院 松原5-58-11 3328-2285
吉川内科医院 松原3-28-8 3323-0661
松原整形外科内科 赤堤4-22-7 5376-6200
丹生クリニック 赤堤5-31-8 ｺﾔﾏﾋﾞﾙ1F 5376-7676
桜上水医院 桜上水5-13-9 5374-6788
清水メディカルクリニック 上北沢3-24-18 5316-5518
鳥居医院 赤堤3-2-16 5300-7733
白須賀医院 赤堤3-12-18 3328-1078
野沢３丁目内科 野沢3-1-16 5779-8255
林内科外科医院 野沢3-23-1 3421-2136
中島内科小児科医院 下馬5-7-20 3418-1889
駒沢大塚クリニック 駒沢2-1-13  関ﾋﾞﾙ2F 5712-1181
駒沢・風の診療所 上馬4-4-10 5712-0012
駒沢腎クリニック 駒沢1-19-8 ｱｰﾊﾞﾈｯﾄ駒沢3F 3411-7377

禁煙治療医療機関名簿

◎実施日・実施時間は事前に医療機関にご確認ください。



駒沢診療所 上馬4-5-8 3424-8562
下馬６－２１かやしま医院 下馬6-21-2 3418-6555
西條クリニック下馬 下馬6-31-19 3421-4386
石橋医院 上馬1-11-9 3410-3377
みんなのクリニック三軒茶屋 上馬2-29-20 6453-2390
加藤医院 北沢2-22-11 3412-1401
池ノ上産婦人科医院 北沢1-41-6 3467-4608
下北沢トモクリニック 北沢2-31-6 3469-3330
おおた内科クリニック 北沢3-2-3  東北沢医療ﾋﾞﾙ2 F 5453-0010
ゆうハートクリニック 北沢2-1-16 2F 5432-9310
羽山医院 代沢2-36-8 3487-1731
代沢内科クリニック 代沢4-5-19 3413-1159
小林外科胃腸科 代沢4-26-13 3412-2911
かどた内科クリニック 代沢5-18-1 2F 6413-8333
給田ファミリークリニック 給田3-26-6 5315-5511
大賀内科クリニック 上祖師谷4-17-10 3300-0863
ファミリークリニック千歳烏山 南烏山5-19-10 賀茂ﾋﾞﾙ1F 5314-3352
東京ハートリズムクリニック 粕谷3-20-1 6371-0700
烏山はなクリニック 南烏山6-12-12 ｺｰｼｬﾝﾊｲﾑ千歳烏山12号棟1F 5315-3315
久我山病院 北烏山2-14-20 3309-1111
田中医院 北烏山7-26-11 3300-2110
大矢クリニック 祖師谷3-27-7 3483-2816
よつ葉内科クリニック 砧2-22-2 ｴｸｾﾙ砧1F 5727-1428
田代内科クリニック 砧3-4-1 5F 3749-3001
大蔵外科クリニック 砧7-12-23 3416-3261
成城松村クリニック 砧8-23-3 5727-0878
さくら内科クリニック 千歳台2-14-7 1F 6411-3666
吉澤内科ハートクリニック 千歳台2-26-20 3789-5502
中江クリニック 船橋1-31-17 5450-7476
吉澤医院 成城1-22-9 3415-6556
照屋内科医院 成城2-5-9 3415-1025
元山医院 成城5-6-7 3484-1161
成城水野クリニック 成城5-11-4 5490-8130
成城木下病院 成城6-13-20 3482-1702
成城ハートクリニック 成城6-15-23 3483-8011
うつみクリニック 成城7-29-26 3482-3181
西島内科クリニック 宇奈根3-1-21 5494-2020
松尾内科クリニック 用賀2-10-14 1F 5717-7272
佐藤診療所 用賀2-35-4 5491-7745
まきのクリニック 用賀2-38-7 5716-5858
幡野内科クリニック 瀬田2-13-14 3700-6889
二子玉川メディカルクリニック 玉川3-15-1 曽根ﾋﾞﾙ5F 3707-7720
玉川クリニック 玉川3-15-17 3709-3281
髙橋医院 玉川3-23-22 3700-0232
玉川病院 瀬田4-8-1 3700-1151
唐沢内科医院 深沢1-18-9 1F 3701-7552
永井小児科内科医院 深沢6-20-14 5707-0624
駒沢公園内科クリニック 駒沢4-1-1 ﾉｱ駒沢1F 5779-6603
池上内科循環器内科クリニック 桜新町1-11-5 5426-6550
さくらクリニック 桜新町1-14-22 Fｺｰﾄ桜新町1F 5477-8040
桜新町サカベ内科循環器科クリニック 桜新町2-9-6 BLOSSOM桜新町3F 5799-6672
中野医院 尾山台3-7-13 3705-2551
平井医院 尾山台3-28-15 5760-3557
健内科クリニック 等々力4-9-1 6809-8171
更家内科クリニック 等々力8-14-14 1F 3702-4968
森山医院 中町2-17-20 3701-6621
うたクリニック内科消化器内科 上野毛1-30-22 6382-8111
瀬田診療所 上野毛4-24-15 3700-4369
たかみ内科・循環器クリニック 奥沢2-25-4 1F 3723-3737
こじま内科呼吸器科 奥沢2-38-9-302 3725-1159
大和内科・消化器内科クリニック 奥沢3-35-5 3727-5100
久富医院 奥沢4-5-2 3720-6236
亀井内科・神経内科クリニック 奥沢4-15-7 3726-1108


