
医療機関名称 医療機関所在地 医療機関方書

ＧＰクリニック自由が丘 世田谷区奥沢６－２１－１２ ベルヴェディア自由が丘２０１

あんどうファミリークリニック 世田谷区砧８－２１－８ シェーンハイト１Ｆ２Ｆ

うめがおか皮膚科 世田谷区梅丘１－２５－１ 第一山本ビル２階Ａ

うめはらこどもクリニック 世田谷区太子堂３－３８－１８ ブリリアイスト三軒茶屋ブラッサムテラス１階

おくさわキッズクリニック 世田谷区奥沢３－３０－１７ １階

おむすび小児科クリニック 世田谷区船橋４－１７－１－１

かどた内科クリニック 世田谷区代沢５－１８－１ ２階

きたみ泌尿器科クリニック 世田谷区喜多見８－１９－１４ ツーエムビル１Ｆ

さくらキッズクリニック 世田谷区桜新町二丁目１０番４号 ミケアビル２階

さくらば内科内視鏡クリニック世田谷院 世田谷区南烏山１－１３－１２ ２Ａ

さとう内科・脳神経クリニック 世田谷区奥沢二丁目４番１０号 １階

しもたか皮フ科 世田谷区赤提５－３０－１５ しもたかいどメディカルタウン３階

スキンケアクリニックちとせ台 世田谷区千歳台２－１４－７ 第二千歳ガーデンビル３階

せきぐちクリニック 世田谷区船橋一丁目１６番１号

せたがや内科・神経内科クリニック 世田谷区玉川３－３９－１２

たけおクリニック 世田谷区太子堂４丁目２２番７ 森住ビル３階

たなか成長クリニック 世田谷区用賀２－３６－７ ファミィーユ用賀１階

つかもと整形外科醫院 世田谷区千歳台２－１４－７ 第二千歳ガーデンビル２階

とどろきキッズクリニック 世田谷区等々力２－３２－１１ Ｐｒｉｍｒｏｓｅ　ＭＯＲＩＴＡ　３階

なかむら眼科 世田谷区等々力４－１－１５ エイトスビル３Ｆ

にしやまこどもクリニック 世田谷区成城９－２４－９ １Ｆ

パークサイド脳神経外科クリニック 世田谷区太子堂１－３－３９ カスタリア三宿Ｂ１階

ひじかた眼科クリニック 世田谷区若林２－３０－１３ エコーバレー１０１

ひはらクリニック 世田谷区玉川３－２１－１０ ドミルチェ１Ｆ

ひら皮膚科クリニック 世田谷区北沢２－１－１６ アーバニティ下北沢４Ｆ

ヒロクリニック 世田谷区南烏山５－１１－１４

ふたばクリニック 世田谷区三軒茶屋２－８－１１ カーサＭＬ１０１

ふたばこどもクリニック 世田谷区梅丘１－２４－１２ ピュアライン第７ビル２Ｆ

ほしの内科・アレルギークリニック 世田谷区桜３－２－１７ ＤＳ桜ビル２階

みくに内科眼科クリニック 世田谷区下馬１－４５－１７ 清水ビル１階

もりもと眼科 世田谷区若林４－２１－１５ みなとビルヂング２階

よだ眼科クリニック 世田谷区北沢２－２６－３ 小川ビル２Ｆ

よつ葉内科クリニック 世田谷区砧２－２２－２ エクセル砧１階

芦花公園駅前クリニック 世田谷区南烏山２－３６－５－１０１

医療法人財団はるたか会　子ども在宅クリニックあおぞら診療所せたがや 世田谷区池尻２－３１－２４ 信田ビル４階

医療法人財団青葉会東都三軒茶屋クリニック 世田谷区太子堂２－１３－２



医療法人社団　なみいろの樹　なおこ皮膚科クリニック 世田谷区用賀四丁目９番２７号 第３福ビル２階

医療法人社団　家族の木　給田ファミリークリニック 世田谷区給田三丁目２６番６号

医療法人社団ＡＲＣＷＥＬＬ　祖師谷ライフクリニック 世田谷区祖師谷４－２５－２０ ぺルラ祖師谷Ｂ１　Ａ号

医療法人社団ＡＲＣＷＥＬＬ駒澤ライフクリニック 世田谷区駒沢２－１２－３ 大幸ビル３階

医療法人社団ＯＡ会世田谷ＯＡクリニック 世田谷区岡本二丁目１７番１４号 岡本アネックス２０２号

医療法人社団いしかわキッズクリニック 世田谷区世田谷２－６－１１

医療法人社団ウェルブレス会三茶クリニック 世田谷区太子堂４－２４－１１ プラザハウス１Ｆ

医療法人社団シンセリティ　ニコこどもクリニック 世田谷区玉川１－１５－６－１０２

医療法人社団シンセリティいなみ小児科 世田谷区下馬三丁目１０番７号

医療法人社団のびた　みくりキッズくりにっく 世田谷区上野毛２－２２－１４ ＣＯＲＴＩＬＥ　ＴＡＭＡＧＡＷＡ　Ｂ棟

医療法人社団はなまる会烏山はなクリニック 世田谷区南烏山６－１２－１２ コーシャハイム千歳烏山１２号棟１階

医療法人社団はなまる会千歳台はなクリニック 世田谷区千歳台５－２２－１ １階２階４階

医療法人社団プラタナス桜新町ア－バンクリニック 世田谷区新町３－２１－１ さくらウェルガ－デン２Ｆ

医療法人社団プラタナス用賀アーバンクリニック 世田谷区用賀２－４１－１７ １階・２階

医療法人社団ホームアレー　ホームアレークリニック 世田谷区下馬６－１７－１２ セトル学芸大１階

医療法人社団メディカルフェニックス　メディカルスキャニング用賀 世田谷区玉川台２－２２－２０ イイダアネックスⅦ１階

医療法人社団一淑会　東松原さかい歯科・矯正歯科 世田谷区松原５－２７－１１ パスコマンション東松原１０２号室

医療法人社団英寿会深沢クリニック 世田谷区弦巻２－３９－３

医療法人社団益友会　どんぐり発達クリニック 世田谷区南烏山４－１４－５ 世田谷テラス１Ｆ

医療法人社団塩島内科医院 世田谷区粕谷４－８－１２

医療法人社団久富医院 世田谷区奥沢４－５－２

医療法人社団橋本小児科医院 世田谷区祖師谷３－３７－５－１Ｆ

医療法人社団九折会　成城木下病院 世田谷区成城６－１３－２０

医療法人社団慶永会　喜多見眼科 世田谷区喜多見８－１８－１０ 小泉ビル３Ｆ

医療法人社団慶永会徳永整形外科 世田谷区喜多見８－１８－１０ 小泉ビル２Ｆ

医療法人社団慶康会高田整形外科 世田谷区若林４－３１－４ 葛城ビル２階

医療法人社団健央会　健内科クリニック 世田谷区等々力４－９－１

医療法人社団健優会三宅小児科 世田谷区上北沢４－２１－１３

医療法人社団高薫会　かおり子どもクリニック 世田谷区駒沢３－１－１４－１Ｆ

医療法人社団高樹会芦花公園クリニック 世田谷区粕谷２－８－３ ゆうらいふ世田谷１階

医療法人社団高明会　岩崎内科クリニック 世田谷区三軒茶屋２－５６－７ グランドメゾン三軒茶屋の杜１階

医療法人社団慈京会　五十子クリニック 世田谷区経堂５－３－２９ １階

医療法人社団慈正会副島クリニック 世田谷区代沢５－３－８　１Ｆ

医療法人社団篠田会　大原クリニック 世田谷区大原２－２３－１９

医療法人社団樹立会本間医院 世田谷区若林４－２１－１６

医療法人社団伸健会鈴木内科循環器科 世田谷区三軒茶屋１－３９－５ メゾン・デ・スタチュ２０２

医療法人社団親樹会恵泉クリニック 世田谷区上祖師谷１－３５－１５ シオン烏山



医療法人社団親樹会恵泉第二クリニック 世田谷区南烏山４－１２－１０ フロンティアビル２Ｆ

医療法人社団成城こどもクリニック 世田谷区成城６－５－３４ 成城コルティ３階

医療法人社団星医院 世田谷区松原５－５－１

医療法人社団星光会　梅ヶ丘ひかり眼科 世田谷区梅丘１－３２－２

医療法人社団正幸会ごとう小児科・成長クリニック 世田谷区豪徳寺１－２２－３

医療法人社団正誠会　玉堤歯科 世田谷区玉堤１－２１－１３ 東京園マンション１０１号室

医療法人社団誠佑会永井小児科内科医院 世田谷区深沢６－２０－１４ 深沢プラザ１Ｆ

医療法人社団青い鳥会上田クリニック 世田谷区奥沢７－１９－９ 富士ビル１階

医療法人社団青泉会下北沢病院 世田谷区北沢二丁目８番１６号

医療法人社団双輝会　経堂皮膚科・泌尿器科診療所 世田谷区経堂１－１９－８ 経堂和田ビル４階、５階

医療法人社団多聞会香取整形外科 世田谷区世田谷１－４２－１１

医療法人社団大坪会三軒茶屋病院 世田谷区三軒茶屋１－２１－５

医療法人社団田中医院 世田谷区北烏山７－２６－１１

医療法人社団東京白報会せたがや在宅診療所 世田谷区玉川三丁目１３番８号 七のはなビル２階

医療法人社団等々力内科クリニック 世田谷区等々力８－２４－１４

医療法人社団藤慶会藤沢クリニック 世田谷区喜多見８－１８－１０ 小泉ビル１階

医療法人社団如心会等々力脳神経外科 世田谷区等々力４－９－３ プランドール尾山台１０１号室

医療法人社団福地会福地眼科 世田谷区上北沢３－２０－２２ １階

医療法人社団未知会宮崎整形外科 世田谷区桜新町１－３－２

医療法人社団明世会　成城内科 世田谷区成城６－２２－３ １Ｆ～３Ｆ

医療法人社団陽真会たかさごクリニック 世田谷区上北沢５－１２－１９ クインスコート上北沢１Ｆ

医療法人社団梨仁会梨の花ひふ科 世田谷区砧３－３－２－１Ｆ

医療法人社団良仁会経堂耳鼻咽喉科 世田谷区経堂２－１－３３ 経堂コルティ３階３０８号

医療法人社団良優会駒沢腎クリニック 世田谷区駒沢１－１９－８ ア－バネスト駒沢３０１

医療法人社団和順会　吉川小児科 世田谷区松原３－２８－８　２階

医療法人社団晄山会ながもと眼科 世田谷区三軒茶屋２－１４－８ 第２ファッションビル４階

医療法人社団翔未会　桜新町クリニック 世田谷区桜新町１－７－６

井上眼科クリニック 世田谷区用賀１－２２－２

烏山クリニック 世田谷区南烏山４－１３－１０ サニーパレス松美屋２Ｆ

烏山眼科医院 世田谷区南烏山５－１６－２０ ２番館ハラジマビル３Ｆ

羽田内科医院 世田谷区豪徳寺１－４６－２０ 鈴和ビル１Ｆ

横井こどもクリニック 世田谷区砧６－３２－３

下田クリニック 世田谷区等々力３－１０－３ ヤマダコーポ２０１

下馬６－２１かやしま医院 世田谷区下馬６－２１－２

関根眼科 世田谷区船橋４－２３－２７

関東中央病院 世田谷区上用賀６－２５－１

丸山内科医院 世田谷区等々力８－６－３



吉本診療所 世田谷区奥沢８－１４－１

吉澤医院 世田谷区成城１－２２－９

吉澤内科クリニック 世田谷区経堂２－１５－１３

砧ゆり眼科医院 世田谷区砧４－１７－１０

宮川内科小児科医院 世田谷区代田６－２３－５

戸塚小児科医院 世田谷区三軒茶屋２－４７－６

公益財団法人世田谷区保健センター 世田谷区松原６－３７－１０ 世田谷区立保健医療福祉総合プラザ内２・３階

公益財団法人日産厚生会　玉川病院 世田谷区瀬田４－８－１

公益社団法人世田谷区歯科医師会口腔衛生センター歯科診療所 世田谷区松原６－４－１

弘中クリニック 世田谷区等々力３－５－２ ヒューリック等々力ビル２Ｆ

更家内科クリニック 世田谷区等々力８－１４－１４－１Ｆ

荒井内科クリニック 世田谷区奥沢６－３２－６

国立研究開発法人国立成育医療研究センター 世田谷区大蔵２－１０－１

国立研究開発法人国立成育医療研究センター 世田谷区大蔵２－１０－１

佐藤診療所 世田谷区用賀２－３５－４

桜新町こどもクリニック 世田谷区新町３－２－１ ラフィーネ桜新町１階

桜新町せきぐち眼科 世田谷区桜新町二丁目９番６号 ＢＬＯＳＳＯＭ桜新町２階

桜新町駅前神川クリニック 世田谷区新町２－３８－１４ アースワーク桜新町２階

三軒茶屋眼科 世田谷区三軒茶屋１－５－１４ パラスティアイ１０３

山形眼科クリニック 世田谷区松原二丁目３９番１９号

山口小児科内科 世田谷区中町４－３５－６

志賀医院 世田谷区北沢２－２９－１６

自衛隊中央病院 世田谷区池尻１－２－２４

社会福祉法人康和会久我山病院 世田谷区北烏山２－１４－２０

出沢明ＰＥＤクリニック 世田谷区玉川三丁目６番１号 第６明友ビル２階、３階

小原医院 世田谷区大原１－４９－１４－１Ｆ

小川小児科医院 世田谷区成城４－４－１７

小竹眼科 世田谷区赤堤４－２３－５ カラーズガーデン１階

小田島眼科クリニック 世田谷区世田谷３－１２－１０ ＮＥＳＴ世田谷１階

松村医院 世田谷区上野毛３－４－１６

上野毛脳神経外科クリニック 世田谷区上野毛３－１４－１４ アーバンプレイス上野毛１階

深沢眼科 世田谷区深沢５－２－９ ニューライフ等々力１Ｆ

神谷整形外科・眼科 世田谷区弦巻１－３５－２０

腎内科クリニック世田谷 世田谷区南烏山４－２１－１４

杉本クリニック 世田谷区上野毛１－１４－１ 上野毛ステーションヒルズⅡ１０１

菅澤医院 世田谷区中町４－３１－１３

世田谷リウマチ膠原病クリニック　祖師谷 世田谷区千歳台２－１４－７ 千歳ガーデンビル３階



世田谷子どもクリニック 世田谷区世田谷３－６－１４ プロティオン豪徳寺１０１

瀬田診療所 世田谷区上野毛４－２４－１５

成城クリニック 世田谷区成城６－５－２９ 成城フルールウエストビル２階

成城リハケア病院 世田谷区祖師谷三丁目８番７号 ガーデン成城ビル

成城脳神経クリニック 世田谷区砧８－１１－９ 成城クリニックモール１階・２階

西城耳鼻咽喉科アレルギー科 世田谷区成城２－４０－５ ヴェルドミール成城２Ｃ号室

石丸医院 世田谷区太子堂２－９－２１ 太子堂イ－スト１０２号

大賀内科クリニック 世田谷区上祖師谷４－１７－１０

大森クリニック 世田谷区桜上水１－９－２

大堀ＩＢＤクリニック 世田谷区代沢１－２７－３ ＳＬビル２階

中村内科クリニック 世田谷区三軒茶屋１－４１－１５ ドエルタク１Ｆ

中野歯科医院 世田谷区野沢２－２０－３

直宮医院 世田谷区北沢３－１１－１４

田宮小児科アレルギー科医院 世田谷区経堂５－２１－３

田代内科クリニック 世田谷区砧３－４－１ 大蔵ビル５Ｆ

東北沢眼科 世田谷区北沢３－２－３　２階

藤沢こどもクリニック 世田谷区等々力８－１７－１１ ヴィラ小池１階

二子玉川整形外科クリニック 世田谷区玉川３－６－１ 第６明友ビル２Ｆ３Ｆ

尾山台整形外科 世田谷区等々力４－１－１ 尾山台駅前ビル３Ｆ

武田整形外科 世田谷区玉川３－３９－７ パ－ルハイツ玉川

網野クリニック 世田谷区池尻２－２６－５

木下皮フ科 世田谷区奥沢５－２１－１５

木内整形外科 世田谷区松原１－３３－１０

用賀クリニック 世田谷区玉川台２－２２－１６ パークヒル用賀Ⅲ１Ｆ

用賀リッキー整形外科 世田谷区用賀４－３－９　ＭＯＲＩＹＡＴＨＲＥＥ ３階

用賀眼科 世田谷区用賀４－４－５ 新栄倉ビル２Ｆ


