
調布市

調布市

氏名 医療機関 医療機関住所 医療機関電話番号 標榜科

麻生　泰二 麻生こどもクリニック 東京都調布市小島町1-5-6-3 0424-80-7810 小児科

飯野　孝一 飯野病院 東京都調布市布田4-3-2 0424-83-8811 産婦人科

石川　幸子 石川こどもクリニック
東京都調布市西つつじヶ丘4-15-6-
105

0424-40-7181 小児科、アレルギー科、内科

遠藤　拓郎 スリープクリニック調布 東京都調布市小島町2-53-1 0424-90-0700 心療内科、神経科、精神科

王　金城 しばさき内科クリニック 東京都調布市菊野台2-5-21-1 0424-40-1200 内科

岡本　眞郎 岡本内科クリニック 東京都調布市布田1-35-3-2F 0424-81-1167 内科、小児科、胃腸科

奥冨　慶子 まりあ内科クリニック 東京都調布市国領町3-3-20-2F 0424-42-2188 内科、小児科

小田切　光男 小田切医院 東京都調布市小島町2-51-1 0424-82-8161 内科、小児科

香川　草平 愛和クリニック 東京都調布市仙川町1-15-47-1F 03-3307-5477 内科

河合　邦生 河合クリニック 東京都調布市小島町2-45-21 0424-88-5432 精神科、心療内科

菅間　裕 菅間医院 東京都調布市小島町1-24-5 0424-82-8830 内科、外科、消化器科

木内　立男 木内クリニック 東京都調布市西つつじヶ丘2-14-14 03-3307-7411 消化器科、内科、外科、肛門科

君島　曉美 きみしま眼科
東京都調布市西つつじヶ丘4-15-6-
103

0424-43-8127 眼科

桐生　成一 （医社）桐生クリニック 東京都調布市小島町2-40-10 0424-82-3069 内科、小児科、胃腸科、循環器科

串山　紀夫 くしやまクリニック 東京都調布市仙川町1-11-2 03-5313-5151 内科、小児科、循環器科

工藤　眞 工藤ハートフル・クリニック 東京都調布市深大寺北町6-38-6 0424-83-0125 内科、小児科、循環器科

熊澤　祐輔 くまざわ整形外科クリニック 東京都調布市下石原2-32-2 0424-43-1175 整形外科、リハビリ科

桑野　研司 くわの胃腸科内科 東京都調布市染地3-1-1 0424-89-1212 内科、胃腸科、外科、肛門科

五島　幸生 五島医院 東京都調布市西つつじヶ丘1-21-3 0424-86-3535 内科、小児科

後藤　顕治 ごとう・クリニック 東京都調布市布田6-25-2 0424-80-6750 小児科、アレルギー科

小川　聡子 調布東山病院 東京都調布市小島町2-32-17 0424-81-5511 内科、（循環器）

小林　肇 小林内科 東京都調布市上石原2-30-22 0424-82-8623 内科、小児科

小針　俊彦 小針クリニック 東京都調布市小島町2-54-4-2F 0424-43-4567 泌尿器科、外科、胃腸科



調布市

氏名 医療機関 医療機関住所 医療機関電話番号 標榜科

齋藤　慶子 さいとうクリニック耳鼻咽喉科 東京都調布市国領町4-8-3-4F 0424-42-3387 耳鼻咽喉科、アレルギー科

佐々木　伸彦 佐々木こどもクリニック
東京都調布市西つつじヶ丘3-37-2-
107

0424-87-2433 小児科、アレルギー科

笹本　和広 ささもとこどもクリニック 東京都調布市飛田給1-41-5-2 0424-98-4153 小児科、アレルギー科

佐藤　正邦 仙川さとうクリニック 東京都調布市仙川町2-18-15-1F 03-5315-7373 内科、小児科、アレルギー科、皮膚科

杉田　元 杉田医院レディースクリニック 東京都調布市菊野台1-9-1 0424-82-4554 産婦人科

鈴木　伸彦 つつじヶ丘クリニック 東京都調布市西つつじヶ丘1-2-1-1F 0424-99-8220 胃腸科、内科、外科

曽和　健誠 そわ整形外科 東京都調布市布田1-36-8-2F 0424-43-8550 整形外科、リハビリ科、リウマチ科

高坂　和子　 高坂皮膚科 東京都調布市飛田給1-27-3-1F 0424-86-8915 皮膚科

田平　勝郎 田平産婦人科医院 東京都調布市西つつじヶ丘3-21-5 0424-83-3437 産婦人科

千葉　隆昭 千葉耳鼻咽喉科クリニック 東京都調布市布田4-18-1-3F 0424-87-6645 耳鼻咽喉科

津田　敦彦 津田整形外科 東京都調布市国領町2-13-5 0424-87-0099 整形外科、リハビリ科

内藤　恵美 調布レディースクリニック 東京都調布市小島町1-5-6-201 0424-80-1050 産婦人科、内科

菜畑　剛一 なばた整形外科
東京都調布市西つつじヶ丘4-15-6-
101

0424-90-7870 整形外科

西田　伸一 西田医院 東京都調布市柴崎1-64-13 0424-83-1350 内科、外科、小児科

入村　哲也 にゅうむら医院 東京都調布市布田2-16-2-2F 0424-43-6586
内科、胃腸科、外科、肛門科、アレルギー
科、リハビリ科

丹羽　潔 にわファミリークリニック
東京都調布市西つつじヶ丘4-23-1
58-101

0424-43-1120 内科、リハビリ科、神経内科

沼尻　雅之 沼尻整形外科 東京都調布市東つつじヶ丘1-1-6 03-3305-3161 整形外科、リハビリ科

橋本　和幸 調布はしもとクリニック 東京都調布市布田1-44-3-603 0424-86-7833 心療内科、神経科、精神科

古澤　信彦 古沢眼科 東京都調布市布田1-36-8-3F 0424-84-0002 眼科

水野　和美 水野眼科クリニック 東京都調布市布田1-26-12-105 0424-86-1177 眼科

光田　健児 調布診療所 東京都調布市布田1-24-3 0424-83-2557 整形外科、リハビリ科、リウマチ科

村上　由加里 村上こどもクリニック 東京都調布市仙川町3-7-15 03-3300-4633 小児科、アレルギー科、内科

村松　邦彦 村松整形脳神経外科医院 東京都調布市小島町3-50-5 0424-81-5171 整形外科、脳神経外科、内科、リハビリ科

元木　竜一 コクティー国年眼科クリニック 東京都調布市国領町2-5-15-B104 0424-88-9204 眼科
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森田　宏 森田皮膚科医院 東京都調布市小島町2-56-3 0424-86-1532 皮膚科

山内　照夫 コクティやまうち内科・神経内科 東京都調布市国領町2-5-15-2F 0424-88-7651 内科、神経内科、小児科

山口　修一 やまぐち小児科 東京都調布市仙川町3-9-7-103 03-5314-3800 小児科

横須賀　薫 よこすかレディースクリニック 東京都調布市仙川町1-20-16-2F 03-5315-5686 産婦人科、内科

横山　葉子 西調布眼科医院 東京都調布市上石原1-43-15 0424-40-3905 眼科

岡田　价弘 岡田医院 東京都調布市入間町1-33-5 03-3482-5156 外科、内科、皮膚科

遠藤　美智子 青木病院 東京都調布市上石原3-33-17 0424-83-1355 精神科

佐野　順次郎 佐野医院 東京都調布市国領町7-66-29 0424-82-4673 内科、小児科、皮膚科

須藤　紀雄 須藤クリニック 東京都調布市国領町5-28-8 0424-98-1151 外科、内科、消化器科、リハビリ科

大野　仁 調布眼科医院 東京都調布市布田3-5-1 0424-86-1010 眼科

大野　理子 調布眼科医院 東京都調布市布田3-5-1 0424-86-1010 眼科

柳沼　章弘 やぎぬまこどもクリニック
東京都調布市西つつじヶ丘3-26-12-
1F

042-490-8031 小児科、アレルギー科、内科

荻本　剛一 おぎもと内科クリニック 東京都調布市国領町2-13-8 042-489-6658 内科

新藤　克之 柴崎ファミリークリニック 東京都調布市菊野台2-23-3-2F 042-440-3545 内科、小児科、整形外科、皮膚科、外科

井上　好央 西調布井上クリニック 東京都調布市上石原1-38-15　1F-A 042-426-0155 内科、消化器科、外科、皮膚科

富永　伸德 国領めいようクリニック 東京都調布市国領町8-6-8 042-440-1515 循環器内科

熊坂　明子 小田耳鼻咽喉科医院 東京都調布市下石原1-36-3 042-484-1433 耳鼻咽喉科

砂長　真里 松山眼科 東京都調布市布田2-21-9-101 042-485-8836 眼科

小川　裕 小川耳鼻咽喉科クリニック 東京都調布市菊野台1-54-5 042-498-3341 耳鼻咽喉科

蓮田　聡雄 はすだ内科・循環器内科クリニック
東京都調布市国領町3-1-38ココスク
エア2Ｆ

042-426-8102 内科、循環器内科

深澤　一郎 ふかざわクリニック 東京都調布市多摩川5-15-5-203 042-444-3170 内科

羽田　哲也 永研会クリニック
東京都調布市仙川町1-11-18仙川FT
ビル2・3Ｆ

03-5315-1181 内科

黒川　富貴子 くろかわクリニック
東京都調布市国領町5-1-19 サン・
ルーシー2F

042-444-4880 内科、循環器内科

荒井　敏 辻医院 東京都調布市下石原3-60-4 042-482-2891 内科、循環器内科
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相澤　浩 相澤皮フ科クリニック 東京都調布市布田1-43-9 042-499-6171 皮膚科

中山　大寿 なかやまクリニック 東京都調布市国領町8-2-2　1Ｆ 042-426-0557 内科、消化器科、循環器科

菊地　淑人
医療法人社団晃啓会　きくち整形外
科

東京都調布市深大寺東町2-23-5　深
大寺メディカルビル101

042-440-3200
整形外科、リウマチ科、リハビリテーション
科

竹腰　昌明 竹腰耳鼻咽喉科医院 東京都調布市菊野台3-7-1 042-486-1866 耳鼻咽喉科、アレルギー科

石井　敏夫 いしいこどもクリニック 東京都調布市調布ヶ丘3-19-12 0424-83-0101 小児科

南光　進一郎 青木病院 東京都調布市上石原3-33-17 042-483-1355 精神科

榎本　睦郎 榎本内科クリニック 東京都調布市飛田給2-12-9　1F 042-444-0456 内科　老年・神経内科

原田　日女 伊藤医院 東京都調布市西つつじヶ丘4-19-11 042-483-0127 内科

瀬下　由美子 せしもクリニック 東京都調布市小島町2-45-6　1F 042-443-1241
皮膚科・形成外科・アレルギー科・リウマ
チ科

市川　邦夫 医療法人社団欣助会　吉祥寺病院 東京都調布市深大寺北町4-17-1 042-482-9151 精神科

塚本　一 医療法人社団欣助会　吉祥寺病院 東京都調布市深大寺北町4-17-1 042-482-9151 精神科

緒方　めぐみ 緒方医院 東京都調布市飛田給2-2-12　1F 042-487-7847 内科・呼吸器内科

秋鹿　唯男 医療法人社団　秋鹿クリニック
東京都調布市西つつじヶ丘3-26-6
栄和ビル2F

042-489-5577 内科・泌尿器科

井上　博文 井上博文クリニック
東京都調布市西つつじヶ丘3-30-28
Ⅰ・Bハウス101

042-499-5155
内科・循環器科・小児科・皮膚科・アレル
ギー科

根本　しおり
医療法人社団はなの会　しおり小児
科

東京都調布市布田2-44-1 042-440-7213 小児科

宮﨑　健二
医療法人社団慈香会　愛和クリニッ
ク

東京都調布市仙川町1-15-47-1F　ひ
なたビル1階

03-3307-5477 内科・呼吸器内科

中村　ゆかり 調布東山病院 東京都調布市小島町2-32-17 042-481-5511 内科

青木　誠 青木病院 東京都調布市上石原3-33-17 042-483-1355 精神科・心療内科・内科

長瀬　泰 ながせ腎泌尿器科・外科
東京都調布市小島町1-14-3　ヒュー
リック調布2階

042-480-1002 泌尿器科・外科・腎臓内科・緩和ケア内科

青野　哲也 調布おなかと内科のクリニック
東京都調布市布田1-50-1　フジヨシビ
ル2Ｆ

042-481-3530 内科・消化器内科・内視鏡内科・外科

中村　益夫 中村医院 東京都調布市上石原2-44-15 042-482-2036 内科・呼吸器科・循環器内科・小児科

畑　英行 つつじヶ丘ホームドクタークリニック
東京都調布市東つつじヶ丘1-2-4　Ｏ
Ｇビル１階

03-6909-0871 消化器内科

大森　秀一郎
医療法人社団北星会
くすの木ファミリークリニック

東京都調布市国領町8-2-9　ライフラ
ウン国領４号棟

03-5438-0202 内科・外科・心療内科

杉坂　宏明 すぎさか胃腸クリニック
東京都調布市仙川町1-50-1　パール
仙川Ⅲ3Ｆ

03-5315-8858 消化器内科・内視鏡内科・内科
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宇野　正志 鵜戸西クリニック 東京都調布市深大寺元町4-31-2 042-482-8658 外科・内科・泌尿器科

宇野　能子 鵜戸西クリニック 東京都調布市深大寺元町4-31-2 042-482-8658 外科・内科・泌尿器科

須永　眞司
医療法人社団東山会　調布東山病
院

東京都調布市小島町2-32-17 042-481-5511 内科・血液内科

小澤　剛史 せたがや仙川クリニック 東京都調布市仙川町2-21-13　仙川ビルB館3階03-3305-3400 糖尿病内科・内科・アレルギー科・皮膚科

伏谷　直 ふしや内科・消化器内科クリニック 東京都調布市調布ヶ丘3-19-12　2F 042-085-0248 内科・消化器内科


