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氏名 医療機関 医療機関住所 医療機関電話番号 標榜科

大畑　正大 大畑クリニック 東京都世田谷区船橋1-13-20 03-6413-3553 内科、脳神経外科

秋元　博 秋元クリニック 東京都世田谷区代田1-45-3 03-5430-0008 外科、胃腸科

梶原　敏英 梶原クリニック 東京都世田谷区松原6-35-6 03-5301-5656
整形外科、リウマチ科、リハビリテーショ
ン科、内科

横井　茂夫 横井こどもクリニック 東京都世田谷区砧6-32-3 03-5494-8615 小児科、アレルギー科

江畑　俊哉 ちとふな皮膚科クリニック 東京都世田谷区桜丘5-17-13 03-5426-1112 皮膚科

中村　良一 駒沢腎クリニック 東京都世田谷区駒沢1-19-8-3F 03-3411-7377 内科、循環器科

髙橋　次郎 髙橋眼科医院 東京都世田谷区桜丘2-13-6 03-3427-3151 眼科

山内　忠男 やまうちクリニック 東京都世田谷区経堂1-22-16 03-5451-3058 内科、小児科

豊島　治 とよしま内視鏡クリニック 東京都世田谷区成城6-18-3-A 03-5429-9555 内科、胃腸科

太田　雅也 世田谷ホームケアクリニック 東京都世田谷区南烏山1-10-25 03-5316-5250 泌尿器科、外科、内科

黒坂　一秀 黒坂内科 東京都世田谷区上北沢1-13-1 03-3329-1517 内科、消化器科、皮膚科、整形外科

斉藤　賢一 斉藤ひにょう器科クリニック 東京都世田谷区砧3-4-1-4F 03-3416-9666 泌尿器科、性病科

広瀬　博章 広瀬クリニック 東京都世田谷区桜上水4-16-13 03-3302-1438 内科

田村　清明 田村クリニック 東京都世田谷区粕谷4-15-1-1F 03-5313-5213 内科、胃腸科、外科

柴本　昭雄 柴本内科 東京都世田谷区八幡山3-32-25 03-3303-8401 内科、小児科、循環器科

児浦　利哉 こうらクリニック 東京都世田谷区豪徳寺1-23-22 03-3425-2333
内科、小児科、皮膚科、呼吸器科、アレ
ルギー科、形成外科

本田　陽一 本田クリニック 東京都世田谷区宮坂3-20-6 03-5451-7051 内科、循環器科、眼科

本田　美恵 本田クリニック 東京都世田谷区宮坂3-20-6 03-5451-7051 内科、循環器科、眼科

小島　利周 小島内科医院 東京都世田谷区祖師谷3-36-29 03-3789-1151 内科、消化器科

北川　昭 北川眼科医院 東京都世田谷区梅丘1-27-12 03-3414-6045 眼科

長岡　理明 三軒茶屋メリーレディースクリニック 東京都世田谷区太子堂2-15-1-2F 03-5433-1162 産婦人科

小泉　孝夫 小泉整形外科医院 東京都世田谷区宇奈根3-13-21 03-3417-4781 整形外科
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菅沼　信也 腎内科クリニック世田谷 東京都世田谷区南烏山4-21-14 03-5969-4976
腎臓内科、人口透析内科、糖尿病内科、
内科

五十子　大雅 五十子クリニック 東京都世田谷区経堂5-3-29 03-3426-0220 内科、皮膚科

大橋　美奈子 瀬田診療所 東京都世田谷区上野毛4-24-15 03-3700-4369 内科、小児科

黒田　重臣 くろだ明大前クリニック 東京都世田谷区松原2-17-33-201 03-3324-5662 人工透析、内科、循環器科

遠矢　純一郎 桜新町アーバンクリニック 東京都世田谷区新町3－21-1　2F 03-3429-1192 呼吸器科、アレルギー科、総合内科

服藤　克文 ふじ内科クリニック
東京都世田谷区砧6-25-13ﾒﾃﾞｨｶﾙｺ
ﾐｭﾆﾃｨ砧1階

03-5727-0007
内科、循環器内科、呼吸器内科、アレル
ギー科

石川　和利 世田谷ＯＡクリニック
東京都世田谷区岡本2-17-8ヒルデモ
ア岡本別館202

03-6320-1884 内科

幸田　公人 あおぞら皮膚科 東京都世田谷区南烏山6-33-4　1階 03-3308-1112 皮膚科、小児皮膚科

幸田　紀子 あおぞら皮膚科 東京都世田谷区南烏山6-33-4　1階 03-3308-1112 皮膚科、小児皮膚科

矢野　健太郎 矢野医院 東京都世田谷区池尻3-4-5 03-3421-0220 内科、在宅医療

三好　邦 みよし内科クリニック 東京都世田谷区赤堤3-19-22 03-3328-5348
内科、小児科、循環器科、呼吸器科、消
化器科、心療内科、精神科

安藤　一彦 安藤アイクリニック
東京都世田谷区千歳台2-14-7 千歳
クリニックモール3F

03-5429-0505 眼科

横山　淳一 オリーヴァ内科クリニック
東京都世田谷区駒沢4‐17‐1パーク
サイド駒沢1F

03-5787-6833 糖尿病内科、代謝・内分泌内科

塚本　理一郎 つかもと整形外科醫院
東京都世田谷区千歳台2-14-7千歳
クリニックモール2F

03-5787-6833
整形外科、リウマチ科、リハビリテーショ
ン科

浅野　容子 あさの耳鼻咽喉科 東京都世田谷区世田谷1‐23‐12　1F 03-5426-6784 耳鼻咽喉科

上山　護 用賀レディースクリニック 東京都世田谷区上用賀3-8-11 03-5491-5137 産婦人科、一般内科

松尾　孝俊 松尾内科クリニック 東京都世田谷区用賀2-10-14 1F 03-5717-7272
内科、循環器内科、呼吸器内科、アレル
ギー科、腎臓内科

佐藤　周三 佐藤診療所 東京都世田谷区用賀2-35-4 03-5491-7745
内科、小児科、整形外科、脳神経外科、
外科、皮膚

牧野　洋 まきのクリニック 東京都世田谷区用賀2-38-7 03-5716-5858
内科、循環器内科、胃腸科、呼吸器内
科、アレルギー科、リハビリ科、皮フ科

楫野　仁美 ひとみ眼科医院
東京都世田谷区用賀2-39-17 用賀
駅ビル2F

03-3700-6815 眼科

野間口　聡 用賀アーバンクリニック
東京都世田谷区用賀2-41-17　1F・
2F

03-5717-6331 外科、脳神経外科

田中　勝巳 用賀アーバンクリニック
東京都世田谷区用賀2-41-17　1F・
2F

03-5717-6331 内科、循環器内科、消化器内科

仁科　秀則 にしなレディースクリニック 東京都世田谷区用賀4-5-20　2F 03-5797-3247 婦人科、産科
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鈴木　稚子 用賀ヒルサイドクリニック 東京都世田谷区用賀4-5-20　5F 03-5717-3088 美容皮膚科

安藤　貴紀 用賀メンタルクリニック 東京都世田谷区用賀4-9-7　3F 03-5716-5121 心療内科、精神科

二宮　惠子 二宮こどもクリニック
東京都世田谷区用賀4-12-15　ビ
バーチェAB号

03-3709-1306
小児科、循環器科、呼吸器科、アレル
ギー科、皮膚科

川崎　浩司 用賀クリニック
東京都世田谷区玉川台2-22-16
パークヒル用賀1F

 03-3709-6255 小児科、内科

蓮沼　裕子 蓮沼クリニック
東京都世田谷区桜新町2-8-2
MIYATAビル2F

03-3420-7060 内科

長谷川　純 桜新町ペインクリニック
東京都世田谷区桜新町2-9-6
BLOSSOM桜新町B1F

03-5799-6566
ペインクリニック内科、疼通緩和内科、麻
酔科、漢方内科

児玉　健 メンタルクリニックやまびこ
東京都世田谷区桜新町2-9-6
BLOSSOM桜新町1F

03-5426-0408 心療内科、精神科

酒部　宏一
桜新町サカベ内科循環器科クリ
ニック

東京都世田谷区桜新町2-9-6
BLOSSOM桜新町3F

03-5799-6672
 内科、循環器内科、呼吸器内科、アレル
ギー科、漢方内科

渡辺　勲 渡辺耳鼻咽喉科医院 東京都世田谷区桜新町2-18-16 03-3425-3900 耳鼻咽喉科

松本　正廣 ひかりクリニック 東京都世田谷区新町3-22-4  03-5426-7888 内科、消化器科

輿石　薫 かおり子どもクリニック 東京都世田谷区駒沢3-1-14　1F 03-5431-5656 小児科、思春期内科

宇多　慶記 うたクリニック内科消化器内科 東京都世田谷区上野毛1-30-22 03-6382-8111 内科、消化器内科

石河　亜紀子 上野毛皮膚科クリニック 東京都世田谷区上野毛2-6-18 2F 03-5706-4137 皮膚科

足立　幸博 上野毛あだちクリニック 東京都世田谷区上野毛2-7-16 03-6303-1114
外科、乳腺外科、消化器科、内科、内視
鏡内科、肛門外科

松村　真司 松村医院 東京都世田谷区上野毛3-4-16 03-3702-8358 内科、小児科

鎌田　芳夫 上野毛眼科 東京都世田谷区上野毛3-4-17 03-5752-4111 眼科

鎌田　裕子 上野毛眼科 東京都世田谷区上野毛3-4-17 03-5752-4111 眼科

小林　信介 上野毛脳神経外科クリニック 東京都世田谷区上野毛3-14-14　1F 03-5758-1150 脳神経外科、内科

本田　真美 みくりキッズクリニック 東京都世田谷区上野毛2-22-14-B棟 03-3701-1010
小児科、アレルギー科、小児神経内科、
児童精神科

水口　泰宏 二子玉川ライズひろ内科クリニック 東京都世田谷区玉川1-15-6-204 03-5797-9861
内科、消化器内科、循環器内科、糖尿病
内科

髙橋　俊郎 たかはしメンタルクリニック
東京都世田谷区玉川2-24-6　シルク
玉川長崎屋ビル603

03-5717-3458 心療内科、精神科

黒田　敏彦 ニコタマ大腸・肛門クリニック
東京都世田谷区玉川3-7-1　新二子
玉川ビル2F

03-3700-7777
肛門外科、肛門内科、内視鏡内科、消化
器内科

浜口　洋平 二子玉川ブレストクリニック
東京都世田谷区玉川3-15-1曽根ビ
ル6F

03-3709-7717 乳腺外科、外科
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武田　忠浩 武田整形外科 東京都世田谷区玉川3-39-7 03-3708-2250 整形外科、麻酔科、リハビリテーション科

上房　啓祐 うえぼう耳鼻咽喉科 東京都世田谷区玉川3-39-27 03-3708-8722 耳鼻咽喉科

加瀬　隆久 かせクリニック 東京都世田谷区玉川4-7-6 03-3700-1219 皮膚科、泌尿器科

古屋　公之 古屋整形外科 東京都世田谷区上野毛4-24-15 03-3700-8010 整形外科

佐々　英一 佐々内科クリニック 東京都世田谷区深沢7-24-25 03-3704-2203 内科

冬城　高久 冬城産婦人科医院 東京都世田谷区深沢6-20-8 03-3701-5681 産婦人科

唐沢　達信 唐沢内科医院 東京都世田谷区深沢1-18-9 03-3701-7552 内科、小児科、消化器科

望月　理恵 深沢坂上皮フ科クリニック 東京都世田谷区深沢5-2-9-115 03-3702-5550 皮膚科、アレルギー科

上井　文瑛 深沢眼科
東京都世田谷区深沢5-2-9　ニューラ
イフ等々力1F

 03-3702-7322 眼科

上杉　秀永 上杉医院 東京都世田谷区中町1-19-19 03-5706-0777 内科、小児科

森山　義和 森山医院 東京都世田谷区中町2-17-20 03-3701-6621 内科、消化器内科、皮フ科

赤羽　清彬 赤羽クリニック 東京都世田谷区等々力3-11-5 03-5707-3808 内科、小児科、循環器科

下田　泰彦 下田クリニック 東京都世田谷区等々力3-10-3-201 03-6411-6937 内科

山口　潔 ふくろうクリニック等々力
東京都世田谷区等々力3-5-2　ヒュー
リック等々力ビル3F

03-5758-3270 老年内科、老年精神科

永山　恵美子 尾山台クリニック 東京都世田谷区等々力2-18-4 03-5706-0101 小児科、内科、皮膚科

中野　明 中野医院 東京都世田谷区尾山台3-7-13 03-3705-2551 内科、産婦人科、小児科

吉本　一哉 吉本診療所 東京都世田谷区奥沢8-14-1 03-3701-5315 内科、小児科、消化器内科

丸山　達志 玉川診療所 東京都世田谷区奥沢6-13-5 03-3701-0286 内科、消化器科

亀井　敦行 亀井内科・神経内科クリニック 東京都世田谷区奥沢4-15-7 03-3726-1108 内科、神経内科、精神科

後藤　信幸 東玉川診療所 東京都世田谷区東玉川1-6-11 03-3748-8181 外科、胃腸科、内科

鎌田　絵里子 上野毛眼科 東京都世田谷区上野毛3-4-17 03-5752-4111 眼科

河﨑　恒久 河﨑内科クリニック 東京都世田谷区深沢2-13-21 03-5707-9520 内科、消化器科

武内　力 幸野メディカルクリニック 東京都世田谷区祖師谷3-30-28 03-3483-1808 内科
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幸野　敬子 幸野メディカルクリニック 東京都世田谷区祖師谷3-30-28 03-3483-1808 眼科

服部　尚子 なおこ皮膚科クリニック
東京都世田谷区用賀4-9-27 第3福ビ
ル2Ｆ

03-6805-7484 皮膚科、緩和ケア内科

鵜狩　善一 うかり整形外科
東京都世田谷区砧6-25-13 メディカ
ルコミュニティ砧２Ｆ

03-5494-5506
整形外科、リウマチ科、リハビリテーショ
ン科

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

03-5426-1021 小児科、アレルギー科

吉田　啓 ひらくクリニック
東京都世田谷区上祖師谷5-18-9　レ
ガーロ・プリマベーラ1階

03-3308-0900 内科、腎臓内科、透析外科

妹尾　篤史 上北沢クリニック 東京都世田谷区上北沢 4-11-8 03-3306-2331 循環器内科、内科

副島　道正
医療法人社団慈正会 副島クリニッ
ク

東京都世田谷区代沢 5-3-8 03-3421-1793
内科、小児科、循環器科、アレルギー科、
呼吸器科

池亀　康夫 給田ファミリークリニック 東京都世田谷区給田3−26−6 03-5315-5511 内科、小児科

三谷　芳美 さくらがおか耳鼻咽喉科クリニック
東京都世田谷区桜丘 2-24-3 AOビ
ル1Ｆ

03-5799-3387 耳鼻咽喉科

梅田　耕明 松原アーバンクリニック 東京都世田谷区松原5-34-6 03-5355-3388 内科、外科、在宅訪問診療、緩和ケア

篠田　裕美 松原アーバンクリニック 東京都世田谷区松原5-34-6 03-5355-3388 呼吸器内科

太田　祥一
医療法人社団親樹会　恵泉クリニッ
ク

東京都世田谷区上祖師谷 1-35-15 03-3326-5408
訪問在宅診療、総合診療（内科一般）、整
形外科、心療内科

保坂　猛 三軒茶屋ウィメンズクリニック 東京都世田谷区太子堂 1-12-34-2F 03-5779-7155 婦人科、産科

副田　敦裕 世田谷子どもクリニック 東京都世田谷区世田谷 3-6-14-101 03-5799-1582 小児科

吉澤　海 吉澤内科クリニック 東京都世田谷区経堂2-15-13 03-3427-3777 内科、消化器内科、肝臓内科

高野　洋輔
医療法人社団リカバリー　こころの
ホームクリニック世田谷

東京都世田谷区北烏山3-5-9　日栄
ビル201

03-6909-1218 精神科、心療内科、内科

金井　文彦
医療法人社団永研会　ちとせクリ
ニック

東京都世田谷区南烏山4-9-14　南烏
山ビル1F

03-5315-3363
内科、外科、整形外科、精神科、皮膚科、
眼科

増井　一夫
医療法人社団はなまる会　烏山は
なクリニック

東京都世田谷区南烏山6-12-12
コーシャハイム千歳烏山12号棟1階

03-5315-3315 内科、呼吸器内科、アレルギー科

藤江　俊雄
医療法人社団はなまる会　千歳台
はなクリニック

東京都世田谷区千歳台5-22-1 03-5491-7061
内科、循環器科、呼吸器科、アレルギー
科、眼科

石束　嘉和 石束クリニック
東京都世田谷区喜多見8-18-12
コーポ真木４Ｆ

03-6411-8739 精神科、心療内科

松村　圭子
医療法人社団鶴松会　成城松村ク
リニック

東京都世田谷区砧8-23-3 03-5727-8144 婦人科、漢方内科

石橋　嘉津雄 いしばし整形外科　給田診療所 東京都世田谷区 給田3-2-18-A 03-5969-1484 整形外科・リハビリテーション科・内科

羽田　麻以 世田谷通り　おおさわ眼科 東京都世田谷区桜丘3-26-4　2階 03-3429-1010 眼科



世田谷区

氏名 医療機関 医療機関住所 医療機関電話番号 標榜科

関原　力 用賀リッキー整形外科 東京都世田谷区用賀4-3-9 03-3700-1717 整形外科・リハビリテーション科

箕輪　裕史 みのわ内科 東京都世田谷区喜多見7-5-7 03-3417-3959 内科

小林　俊夫 小林クリニック 東京都世田谷区田喜多見2-10-3-101 03-3416-7119 小児科・内科

日吉　晴久 経堂３丁目クリニック 東京都世田谷区経堂3-20-22 03-5799-7027 内科

髙野　勇人
医療法人社団恵光会
たかの整形外科

東京都世田谷区桜3-16-7　1階 03-6413-6585 整形外科

鳥居　明 鳥居内科クリニック 東京都世田谷区成城6-5-34-3Ｆ 03-3482-3737 内科・消化器科・アレルギー科

加々美　明彦
医療法人社団　成城加々美クリニッ
ク

東京都世田谷区成城9-5-13 03-5490-7550 内科

神谷　耕次郎 神谷整形外科・眼科 東京都世田谷区弦巻1-35-20 03-6413-7111
整形外科・眼科・リハビリテーション科・リ
ウマチ科

野村　明 医療社団法人明世会　成城内科 東京都世田谷区成城6-22-3 03-5490-9111 内科

渡邉　浩 渡辺クリニック 東京都世田谷区桜丘2-5-23 03-5426-8624 内科・小児科・呼吸器内科・アレルギー科


