
北エリア(文京区・豊島区・北区・練馬区・板橋区)

医療機関名 市区町村 医療機関名 市区町村 医療機関名 市区町村

（医）東和会 エムズクリニック 文京区 根津すずらん歯科 文京区 慶愛クリニック 豊島区

（医社） 郁栄会 谷根千クリニック 文京区 細部医院 文京区 巣鴨千石皮ふ科 豊島区

（医社） 厚博会 茗荷谷乳腺クリニック 文京区 山田眼科医院 文京区 池袋駅前のだ皮膚科 豊島区

（医社） 中野小児科内科 文京区 似鳥クリニック 文京区 池袋東口まめクリニック 豊島区

（医社）ＬＳＭ 寺本内科・歯科クリニック 文京区 春日駅前こばやし眼科 文京区 池袋内科 豊島区

（医社）M-TAC 文京整形外科 文京区 松原歯科医院 文京区 池袋皮フ科形成外科 豊島区

（医社）よつ葉の会 清家クリニック 文京区 森こどもクリニック 文京区 東京都立大塚病院 豊島区

（医社）愛明会 内科・小児科 にわ医院 文京区 折戸皮フ科クリニック 文京区 東京透析フロンティア 池袋駅北口クリニック 豊島区

（医社）一灯会 八千代診療所 文京区 千駄木あおば歯科 文京区 東京透析フロンティア大塚駅前クリニック 豊島区

（医社）光樹会 白山レディースクリニック 文京区 千駄木みしま眼科 文京区 東⾧崎駅前内科クリニック 豊島区

（医社）昭和育英会 湯島三和クリニック 文京区 猪狩医院 文京区 目白すずきクリニック 豊島区

（医社）心緑会 小石川メンタルクリニック 文京区 田中歯科医院 文京区 要町やまもと眼科 豊島区

（医社）森谷会 森谷医院 文京区 東大前ひろた歯科クリニック 文京区 （医）インテグレス 池袋消化器内科・泌尿器科クリニック 豊島区

（医社）誠羽会 三羽歯科医院 文京区 東大前歯科クリニック 文京区 ゆうメンタルクリニック池袋院 豊島区

（医社）誠仁メディカル 誠ウィメンズクリニック 文京区 湯島佐藤歯科 文京区 まの産婦人科 豊島区

（医社）静朗会 千葉医院 文京区 藤原クリニック 文京区 （医社）松和会 十条腎クリニック 北区

（医社）千秋双葉会 茗荷谷耳鼻咽喉科・アレルギー科 文京区 動坂下泌尿器科クリニック 文京区 （医社） おかだ皮フ科クリニック 北区

（医社）大地の会 本郷ファミリークリニック 文京区 同源・漢方研究会 皮フ科アレルギー科 源一クリニック 文京区 （医社） まつお眼科クリニック 北区

（医社）大坪会 東都文京病院 文京区 内藤歯科医院 文京区 （医社） 慶月会 王子さくら眼科 北区

（医社）鉄祐会 祐ホームクリニック 文京区 日原内科クリニック 文京区 （医社） 日明会 木村眼科 北区

（医社）本郷会 本郷整形外科 文京区 白山ながみね眼科 文京区 （医社）香月会 おおつき整形外科リウマチ科 北区

（医社）悠輝会 コーラルクリニック 文京区 文京ガーデン女性クリニック 文京区 （医社）田島厚生会 神谷病院 北区

（医社）緑寿会 小林クリニック 文京区 文京ながはま矯正歯科 文京区 （医社）博栄会 赤羽中央総合病院 北区

（医社）翔健会 くろだ医院 文京区 文京眼科医院 文京区 （医社）福寿会 赤羽岩渕病院  北区

（東生協） 根津診療所 文京区 文京区児童発達支援センター 文京区 （医社）隆樹会 木村クリニック 北区

（東生協） 東京健生病院 文京区 文京春日こどもクリニック 文京区 アスカクリニック 北区

あきやま歯科眼科  文京区 文京動坂診療所 文京区 さとう歯科 北区

エミング千駄木クリニック 文京区 文京内科・循環器クリニック 文京区 しんぼし訪問診療所 北区

きたなかこども成⾧クリニック 文京区 平井歯科医院 文京区 たかの内科クリニック 北区

サン・ヒルレディースクリニック 文京区 本郷こしきや歯科 文京区 つかさ内科 北区

ダイナメディカル根津クリニック 文京区 本郷耳鼻咽喉科クリニック 文京区 としま町クリニック 北区

タク歯科クリニック 文京区 本郷真砂ハートクリニック 文京区 ねもと小児科医院 北区

タツノ内科・循環器科 文京区 本郷台皮膚科 文京区 王子こころのクリニック 北区

てしまクリニック 形成外科・皮膚科 文京区 本郷東大前こころのクリニック 文京区 赤羽もり内科・腎臓内科 北区

なおレディースクリニック 文京区 本郷内科クリニック 文京区 東京ふれあい医療生活協同組合 梶原診療所 北区

はりまざかクリニック耳鼻咽喉科・アレルギー科 文京区 茗荷谷レディースクリニック 文京区 （医社）愛雅会 つつみ眼科クリニック 練馬区

ヒロ皮フ科クリニック 文京区 （東生協） セツルメント菊坂診療所 文京区 （医社）誠弘会 平木整形外科内科 練馬区

やよい在宅クリニック 文京区 やおさか皮フ科クリニック 文京区 （医社）川満惠光会 川満外科 練馬区

（医社）友久会 きりんウィメンズクリニック葛西 文京区 駒込みつい眼科 文京区 （医社）並正会 武田クリニック 練馬区

愛三歯科医院 文京区 本郷レディースクリニック 文京区 （医社）優腎会 優人クリニック 練馬区

依田歯科医院 文京区 （医財） 真永会 東京ネフロクリニック  豊島区 （医社）優腎会 優人大泉学園クリニック 練馬区

岡崎ハートクリニック 文京区 （医社） 久福会 関野病院 豊島区 中村橋駅前内科クリニック 練馬区

下司婦人科クリニック 文京区 （医社） 朱紡会 巣鴨レディースクリニック 豊島区 浜崎歯科クリニック 練馬区

岩波歯科医院 文京区 （医社）KRMG 東京ヴェインクリニック 豊島区 （医財）健康文化会 小豆沢病院 板橋区

吉行医院 文京区 （医社）愛慈会 松本レディースクリニック 豊島区 （医社） 野村医院 板橋区

矯正歯科クリニック グレイスデンタル 文京区 （医社）花香会 山田皮膚科 豊島区 （医社）快芯会 すずき内科 板橋区

近藤医院 文京区 （医社）敬順会 萩原歯科医院 豊島区 （医社）平和会 和気医院 板橋区

金沢耳鼻咽喉科クリニック 文京区 （医社）燦壽会 サン虎の門クリニック 豊島区 志村ヒフ科クリニック 板橋区

駒込じんクリニック 文京区 （医社）星空 セイントクリニック池袋駅前 豊島区 成増駅前かわい皮膚科 板橋区

熊谷眼科 文京区 （医社）和貴会 きたほり内科クリニック 豊島区 日本大学医学部附属板橋病院 板橋区

後楽園ウィメンズクリニック 文京区 すがも駅前耳鼻咽喉科クリニック 豊島区 （医社）大伸会 いたばし三国歯科 板橋区

わたなべ皮膚科 文京区 ひいらぎクリニック 豊島区

医療連携登録医療機関のご紹介（東京都）
東京大学医学部附属病院では、一人ひとりの患者さんに最善の医療を提供するため相互に協力するとともに、病診連携や病病連携をより緊密にし、

地域医療の向上を図ることを目的に、特定機能病院である当院と、かかりつけの主治医である地域の医療機関との間で、医療連携機関登録制度を

実施しています。（当院と連携している医療機関のうち、賛同いただいた医療機関のみ掲載しています。）
2023年4月1日時点



東エリア(台東区・荒川区・足立区・江東区・墨田区・葛飾区・江戸川区)

医療機関名 市区町村 医療機関名 市区町村 医療機関名 市区町村

（医財）慈光会 堀切中央病院 葛飾区 第二服部医院 江東区 足立医療生活協同組合 綾瀬駅前診療所 足立区

（医社） 達洋会 杉田眼科アネックス  葛飾区 東陽町こころのクリニック 江東区 足立外科胃腸内科医院 足立区

（医社） 萃容会 聖心醫院 葛飾区 東陽町歯科医院 江東区 竹ノ塚駅前クリニック内科小児科皮膚科 足立区

（医社）光靖会 井口腎泌尿器科・内科 新小岩 葛飾区 有明こどもクリニック 豊洲院 江東区 田中耳鼻咽喉科 足立区

（医社）淳友会 わたクリニック 葛飾区 有明みんなクリニック 有明ガーデン院 江東区 （医社）爽緑会 ふたば在宅クリニック北千住院 足立区

（医社）湘南会 亀有みんなのクリニック 葛飾区 （医財）真光会 竹内病院 荒川区 ファミリア透析クリニック北綾瀬駅前 足立区

（医社）祥史会 綾瀬中央診療所 葛飾区 （医社） 加藤産婦人科医院 荒川区 （医）輝生会 たいとう診療所 台東区

（医社）達洋会 杉田眼科 葛飾区 （医社） 松田会 荒川外科肛門医院 荒川区 （医社） 柴田小児科医院 台東区

（医社）東京平成会 新小岩平成クリニック 葛飾区 （医社） 鈴木こどもクリニック 荒川区 （医社）せいおう会 鶯谷健診センター 台東区

（医社）名聞会 葛飾南クリニック 葛飾区 （医社）くすのき会 わかすぎ小児科クリニック 荒川区 （医社）トータルライフ医療会 東京トータルライフクリニック 台東区

（医社）麗和会 ゆりあファミリークリニック 葛飾区 おうちで笑顔クリニック 荒川区 （医社）まこと会 服部医院 台東区

（医社）翔未会 金町腎クリニック 葛飾区 （医社）サウスリバー会 かどた内科クリニック 荒川区 （医社）菊和会 谷中クリニック 台東区

（社医社）順江会 東京綾瀬腎クリニック 葛飾区 （医社）たか博会 リーデンスタワークリニック 荒川区 （医社）顕心会 K＇sDental 台東区

クリニックあおと 葛飾区 （医社）杏精会 岡田病院 荒川区 （医社）清都会 もりちか眼科クリニック 台東区

なかばやし歯科 葛飾区 （医社）薫光会 加藤小児科内科医院 荒川区 （医社）雪風会 ふじ内科 台東区

ファミリークリニック新小岩 葛飾区 （医社）桂文会 堀メディカルクリニック 荒川区 （医社）同善会 同善会クリニック 台東区

綾瀬産婦人科・綾瀬産後ケア 葛飾区 （医社）桂文会 堀整形外科医院 荒川区 （医社）同善会 同善病院 台東区

小村肛門科医院 葛飾区 （医社）健康会 高橋医院 荒川区 （医社）博樹会 西クリニック 台東区

瑞光会 小岩ゆうあいクリニック 葛飾区 （医社）瑞英会 野近眼科医院 荒川区 （医社）博腎会 野中医院 台東区

双葉皮ふ科クリニック 葛飾区 （医社）澄心会 中山医院 荒川区 （医社）雄星会 あさくさ雷門前クリニック 台東区

東京葛飾医療生活協同組合 金町診療所 葛飾区 （社医社）正志会 荒木記念東京リバーサイド病院 荒川区 （医社）良月会 堀内科クリニック 台東区

（医社）爽緑会 ふたば在宅クリニック新小岩院 葛飾区 こばやし歯科クリニック 荒川区 （医社）廣和会 浅草二天門クリニック 台東区

（医）親和会 英診療所 江戸川区 ひぐらし整形外科内科 荒川区 （公財）ライフ・エクステンション研究所付属 永寿総合病院 台東区

（医社） 慈映会 西葛西メディカルクリニック 江戸川区 まる福ホームクリニック 荒川区 （東生協） 橋場診療所 台東区

（医社）げんき会 げんきらいふクリニック 江戸川区 三ノ輪病院 荒川区 （東生協）・竜泉協立診療所 台東区

（医社）だいだい 篠崎駅前わんぱくクリニック 江戸川区 上野小児科医院 荒川区 いりやキッズクリニック 台東区

（医社）快晴 かとう内科クリニック 江戸川区 西日暮里駅前こさか眼科 荒川区 オリエンタル上野健診センター 台東区

（医社）義恵会 宇田川産婦人科 江戸川区 東京おひさまクリニック 荒川区 くろす内科クリニック 台東区

（医社）向日葵会 まつしま病院 江戸川区 日暮里レディースクリニック 荒川区 ストレスケア東京上野駅前クリニック 台東区

（医社）宗仁会 さくら医院 江戸川区 本橋歯科医院 荒川区 協和医院 台東区

（医社）宗仁会 たんぽぽ・水野耳鼻咽喉科医院 江戸川区 （医財）ひこばえ会 セツルメント診療所 足立区 金杉眼科医院 台東区

（医社）宗仁会 一之江駅前ひまわり医院 江戸川区 （医財）ひこばえ会 セツルメント診療所分院 足立区 元浅草いけだクリニック 台東区

（医社）伸愛会 いいづか小児科 江戸川区 （医財）健愛会 健愛クリニック 足立区 三ノ輪紀レディースクリニック 台東区

（医社）聖育会 三枝産婦人科医院 江戸川区 （医財）健和会 柳原病院 足立区 山田英明下町クリニック 台東区

（医社）千秋双葉会 東京みらいクリニック葛西 江戸川区 （医社） うらべ整形外科・内科 足立区 四丁目クリニック 台東区

こみや矯正歯科 江戸川区 （医社） ⾧門クリニック 足立区 上野医院 台東区

社会（医社）森山医会 森山記念病院 江戸川区 （医社）けいせい会 東京北部病院 足立区 浅草ＫＴ歯科 台東区

瑞江おおみねクリニック 江戸川区 （医社）やよい会 あだち五反野腎クリニック 足立区 蔵皮フ科・形成外科 台東区

西葛西駅前家族のクリニック 江戸川区 （医社）やよい会 あだち江北メディカルクリニック 足立区 中村医院 台東区

（医社）友久会 きりんウィメンズクリニック葛西 江戸川区 （医社）やよい会 あだち入谷舎人クリニック 足立区 東京泌尿器科クリニック上野 台東区

（医財）三友会 深川ギャザリアクリニック 江東区 （医社）やよい会 あやせ駅前腎クリニック 足立区 入谷ひろまつ矯正歯科クリニック 台東区

（医社） 惟心会 りんかい豊洲クリニック 江東区 （医社）やよい会 北千住東口腎クリニック 足立区 （医社）大伸会 みのわ三国歯科 台東区

（医社） 慈映会 まつもとメディカルクリニック 江東区 （医社）育楽会 あやせ駅前整形外科・内科 足立区 ゆうメンタルクリニック上野院 台東区

（医社） 千秋双葉会 東陽町耳鼻咽喉科・アレルギー科 江東区 （医社）真悠会 北あやせよつば眼科 足立区 上野御徒町こころみクリニック 台東区

（医社）OKM 岡本内科クリニック 江東区 （医社）泰晴会 あおば内科・総合診療クリニック 足立区 （医）真瑛会 かみじょうクリニック 墨田区

（医社）あさひ 砂町耳鼻咽喉科 江東区 （医社）大坪会 東和病院 足立区 （医財）はるたか会 子ども在宅クリニックあおぞら診療所墨田 墨田区

（医社）やよい会 門仲腎クリニック 江東区 （医社）哲仁会 井口病院 足立区 （医社）蘭永会 錦糸町駅前レディースクリニック 墨田区

（医社）健静会 アクアメディカルクリニック 江東区 （医社）福寿会 梅田診療所 足立区 （医社）了徳寺会 両国みどりクリニック 墨田区

（医社）修世会 木場病院 江東区 （医社）民政会 愛里病院 足立区 （社福）同愛記念病院財団 同愛記念病院 墨田区

（医社）天白会 キャナルコートデンタルクリニック 江東区 （医社）友愛会 友愛病院 足立区 かわごえ小児科クリニック 墨田区

（医社）天白会 キャナルコート歯科クリニック 江東区 （医社）容生会 増田クリニック 足立区 にしじま小児科 墨田区

（医社）片桐会 たけし在宅クリニック 江東区 （医社）眞仁会 青井診療所 足立区 湘南メディカル記念病院 墨田区

（一財） 日本予防医学協会 附属診療所ウェルビーイング毛利 江東区 （医社）翔耀会 光安歯科 足立区 双泉会クリニックすみだ 墨田区

MIZENクリニック豊洲 江東区 （一財）博慈会 博慈会記念総合病院 足立区 東京審美会３０６デンタルクリニック 墨田区

アリオ北砂内科 江東区 （社福） 勝楽堂病院 足立区 東京都立墨東病院 墨田区

アリオ北砂皮フ科・アレルギー科 江東区 （特医社）潤恵会 敬仁病院 足立区 東向島こどもと女性のクリニック 墨田区

より子マタニティ&レディース門前仲町 江東区 くすの木レディースクリニック北千住 足立区 明正会錦糸町クリニック 墨田区

社会（医社）順江会 江東病院 江東区 こもり耳鼻咽喉科・小児耳鼻咽喉科 足立区 鈴木こどもクリニック 墨田区

清澄ケアクリニック 江東区 とねり内科 足立区 浅草きずなクリニック 台東区

赤羽根医院 江東区 江本眼科 足立区

大浦矯正歯科医院 江東区 高田医院 足立区

新田皮フ科形成外科 足立区

医療連携登録医療機関のご紹介（東京都）
東京大学医学部附属病院では、一人ひとりの患者さんに最善の医療を提供するため相互に協力するとともに、病診連携や病病連携をより緊密にし、

地域医療の向上を図ることを目的に、特定機能病院である当院と、かかりつけの主治医である地域の医療機関との間で、医療連携機関登録制度を 実

施しています。（当院と連携している医療機関のうち、賛同いただいた医療機関のみ掲載しています。）
2023年4月1日時点

太字は2023年4月1日に新たに連携登録となった医療機関になります



南エリア(千代田区・中央区・港区・品川区・大田区)

医療機関名 市区町村 医療機関名 市区町村 医療機関名 市区町村

（医）ブルースカイ 東京脳神経センター 港区 （医社）誠祐会 秋葉原スキンクリニック 千代田区 （医社）慶友 慶友銀座クリニック 中央区
（医社） ミッドタウンクリニック 東京ミッドタウンクリニック 港区 （医社）爽和会 お茶の水駿河台クリニック 千代田区 （医社）健育会 石川島記念病院 中央区

（医社） 天太会 チームメディカルクリニック 港区 （医社）碧桜 秋葉原駅クリニック 千代田区 （医社）慈淳会 千葉歯科クリニック 中央区

（医社）OMI 赤坂内視鏡クリニック 港区 （医社）茂恵会 半蔵門病院 千代田区 （医社）福和会 福和クリニック 中央区

（医社）エムズ クリニックフォア田町 港区 （医社）有洸会 三番町クリニック 千代田区 （医社）優新会 東京銀座シンタニ歯科口腔外科クリニック 中央区

（医社）グッドスリープ グッドスリープ・クリニック 港区 （医社）六医会 インペリアルタワー診療所 千代田区 （医社）菫青会 茅場町いとう医院 中央区

（医社）ホームメディカル アットホーム表参道クリニック 港区 （一財）健康医学協会附属 東都クリニック 千代田区 （公財） 朝日生命成人病研究所附属医院 中央区

（医社）佳有会 品川イーストクリニック 港区 （公財）佐々木研究所附属 杏雲堂病院 千代田区 （国研） 国立がん研究センター中央病院 中央区

（医社）神州 日比谷公園健診クリニック 港区 （公財）神経研究所附属 睡眠呼吸障害クリニック 千代田区 （東生協） 鉄砲洲診療所 中央区

（医社）友仁会 赤坂見附前田病院 港区 （社福） 三井記念病院 千代田区 EASE女性のクリニック 中央区

たくま内科・神経内科クリニック 港区 sowaka women's health clinic 千代田区 あしだ皮膚科クリニック 中央区

デンタルケア神谷町 港区 あさのクリニック 千代田区 いけした女性クリニック 中央区

まつみレディースクリニック三田 港区 お茶の水甲状腺クリニック 千代田区 こやまレディースクリニック 中央区

よしもとブレストクリニック 港区 お茶の水耳鼻咽喉科・アレルギー科  千代田区 さいとう内科・循環器クリニック 中央区

ラファエルクリニック 港区 クリニックフォア大手町 千代田区 サルスクリニック日本橋 中央区

愛育クリニック      港区 しのみやクリニック 千代田区 たべ歯科クリニック 中央区

丸茂レディースクリニック 港区 だいだいクリニック 千代田区 みんなの内科クリニック人形町・水天宮 中央区

虎の門せりざわ内科 港区 ユアクリニック秋葉原 千代田区 京橋内科医院 中央区

(一社)虎の門中村クリニック神谷町院 港区 九段下さくら形成外科・皮膚科 千代田区 玉寄クリニック 中央区

広尾 峰岸産婦人科 港区 九段下駅前まめクリニック 千代田区 銀座在宅醫院 中央区

広尾かなもりクリニック 港区 寺下謙三クリニック 千代田区 銀座泰明クリニック 中央区

榊原デンタルクリニック 港区 神保町駅前皮膚科 千代田区 勝どきウィメンズクリニック 中央区

三田国際ビルクリニック 港区 杉山産婦人科 丸の内 千代田区 勝どき小平眼科 中央区

心療内科・神経科 赤坂クリニック 港区 東京神田整形外科クリニック 千代田区 日本橋りゅうデンタルクリニック 中央区

新橋１４クリニック 港区 東京逓信病院 千代田区 日本橋室町三井タワー ミッドタウンクリニック 中央区

神明デンタルクリニック 港区 飯田橋皮膚科スキンクリニック 千代田区 日本橋神経クリニック 中央区

西麻布ライフケアクリニック 港区 末広町ヒライ耳鼻咽喉科 千代田区 八丁堀さとうクリニック 中央区

中川歯科クリニック 港区 （医財）医親会 海上ﾋﾞﾙ診療所 千代田区 有明こどもクリニック 勝どき院 中央区

東京ベイクリニック 港区 （医社）済安堂 お茶の水・井上眼科クリニック 千代田区 （医社） 咲優会 小伝馬町こどもクリニック 中央区

日比谷川畑診療室 港区 （医社）済安堂 井上眼科病院 千代田区 （医社）大伸会 銀座三国歯科 中央区

白金台パール矯正歯科こども歯科 港区 お茶の水セルクリニック 千代田区 ANDキッズクリニック日本橋 中央区

品川胃腸肛門内視鏡クリニック 港区 折戸クリニック 千代田区 日本橋ストレスケアクリニック 中央区

麻布ウィメンズクリニック 港区 （医社）政松会 神田痛みのクリニック 千代田区 （医社）らいふサイエンス内科クリニック 中央区

有明みんなクリニック 田町芝浦院 港区 ゆうメンタルクリニック秋葉原院 千代田区 八丁掘三丁目クリニック 中央区

ゆうメンタルクリニック品川院 港区 竹内内科小児科医院  大田区 内科総合クリニック人形町 中央区

赤坂ひろデンタル smile design & works 港区 （医社） SEASONS 東京リウマチクリニック 大田区 M-Yクリニック歯科 中央区

患者目線のクリニック 虎ノ門 内科・皮膚科 港区 （医社）グッドスリープ グッドスリープ・大森クリニック 大田区 （医社）CVIC 大井町心臓クリニック 品川区

南青山訪問歯科オフィス 港区 （医社）ヒューマニティー＆アート会 田園調布眼科 大田区 NTT東日本関東病院 品川区

あおきクリニック 港区 （医社）嘉祐会 池上ホームクリニック 大田区 タナカデンタルクリニック 品川区

田町三田こころみクリニック 港区 （医社）静恒会 本多病院 大田区 たにの眼科 品川区

（医財）小畑会 浜田病院 千代田区 くがはらウィメンズクリニック 大田区 はるクリニック西小山 品川区

（医社）友久会 きりんウィメンズクリニック葛西 千代田区 山王眼と心のクリニック 大田区 稲波脊椎・関節病院 品川区

（医社） 丸の内クリニック 千代田区 西馬込あくつ耳鼻咽喉科 大田区 五反田駅前メンタルクリニック 品川区

（医社） 駿昭会 小池内科 千代田区 日本赤十字社東京都支部 大森赤十字病院 大田区 名和内科クリニック 品川区

（医社） 昌仁醫修会 瀬川記念小児神経学クリニック 千代田区 尾野メディカルクリニック 大田区 五反田こころのクリニック 品川区

（医社） 芳雅会 内神田皮膚科 千代田区 （医社） 0歳からの頭のかたちｸﾘﾆｯｸ  中央区

（医社）T．O．P．ドクターズ 東京国際クリニック 千代田区 （医社） 惟心会 りんかい月島クリニック 中央区

（医社）みすまるのさと会 アイ・ローズクリニック 千代田区 （医社） 楠原ウィメンズクリニック 中央区

（医社）やよい会 秋葉原腎クリニック 千代田区 （医社） 豊智会 AIC八重洲ｸﾘﾆｯｸ 中央区

（医社）リーレ リーレクリニック大手町 千代田区 （医社）ウィミンズ・ウェルネス 対馬ルリ子女性ライフクリニック銀座 中央区

（医社）互酬会 水道橋東口クリニック 千代田区 はなももキッズクリニック東日本橋 中央区

（医社）公颯会 東商ビル診療所 千代田区 （医社）久信会 やえす日本橋ヒフ科 中央区

医療連携登録医療機関のご紹介（東京都）
東京大学医学部附属病院では、一人ひとりの患者さんに最善の医療を提供するため相互に協力するとともに、病診連携や病病連携をより緊密にし、

地域医療の向上を図ることを目的に、特定機能病院である当院と、かかりつけの主治医である地域の医療機関との間で、医療連携機関登録制度を

実施しています。（当院と連携している医療機関のうち、賛同いただいた医療機関のみ掲載しています。）
2023年4月1日時点

太字は2023年4月1日に新たに連携登録となった医療機関になります



西エリア(新宿区・渋谷区・中野区・杉並区・世田谷区・目黒区)

医療機関名 市区町村 医療機関名 市区町村 医療機関名 市区町村

（医）慶聰会 矢澤クリニック渋谷 渋谷区 アイクリニック神楽坂 新宿区 きたやま胃腸肛門クリニック 世田谷区

（医社）DAP 北青山Dクリニック 渋谷区 うえすぎ歯科クリニック 新宿区 ニコタマ大腸・肛門クリニック 世田谷区

（医社）TLC 渋谷笹塚HDクリニック 渋谷区 ひろい歯科・すさみ矯正歯科 新宿区 ゆかみ先生の皮ふ科 世田谷区

（医社）オリンピア会 オリンピア眼科病院 渋谷区 みどりの森ひふ科クリニック 新宿区 恩田メディカルプラザ 世田谷区

（医社）ひさわ会 久野マインズタワークリニック 渋谷区 もりのぶ小児科   新宿区 三軒茶屋ARTレディースクリニック 世田谷区

（医社）恵比寿光知会 東肛門科胃腸科クリニック 渋谷区 ゆかウィメンズクリニック神楽坂 新宿区 三宅宮コパレディースクリニック 世田谷区

（医社）健昇会 渋谷駅前おおしま皮膚科 渋谷区 新宿新南口れいわクリニック 新宿区 杉山産婦人科 世田谷 世田谷区

（医社）鉄結会 アイシークリニック新宿院 渋谷区 新宿神経クリニック 新宿区 二子玉川ファミリー皮ふ科 世田谷区

（医社）鳳凰会 フェニックスメディカルクリニック 渋谷区 杉山産婦人科 新宿 新宿区 八幡山皮ふ科 世田谷区

JR東京総合病院 渋谷区 西新宿おざわメンタルクリニック 新宿区 経堂ファミリアクリニック 世田谷区

ウェルネストクリニック 渋谷区 帝京大学医学部附属新宿クリニック 新宿区 下北沢みなと歯科 世田谷区

ウェルネストメンタルクリニック 渋谷区 東新宿こころのクリニック 新宿区 （医財）圭友会 小原病院 中野区

恵比寿ウエストヒルズクリニック 渋谷区 内科すずきクリニック 新宿区 （医社）徳静会 横畠病院 中野区

広尾まきレディスクリニック 渋谷区 （医社） 豊希会 若松河田耳鼻咽喉科クリニック  新宿区 （医社）緑の森 さくらクリニック 中野区

笹塚・代田橋透析クリニック 渋谷区 富久クロス眼科 新宿区 （医社）和久慈会 鳥海ペインクリニック 中野区

心の杜・新宿クリニック 渋谷区 eHealth clinic 新宿区 さぎのみや皮膚科クリニック 中野区

新宿駅前うわじま皮膚科 渋谷区 （医社）杏順会 越川病院 杉並区 みやびハート＆ケアクリニック 中野区

新宿南口レディースクリニック 渋谷区 （医社）敬正会 あんクリニック訪問診療 杉並区 よしの女性診療所 中野区

代々木上原駅前内科クリニック 渋谷区 （医社）実礼会 柁原医院 杉並区 安藤皮フ科美容外科 中野区

谷本呼吸器内科クリニック 渋谷区 （医社）静山会 清川病院 杉並区 東中野とみどころ眼科 中野区

道玄坂ふじたクリニック 渋谷区 （医社）東京白報会 すぎなみ在宅診療所 杉並区 ソレイユレディースクリニック 中野区

DENTAL CLINIC TEN SHIBUYA 渋谷区 （医社）芳雅会 高円寺駅前皮膚科 杉並区 （医社） 明里樹 皮膚科呉クリニック 目黒区

ゆうメンタルクリニック渋谷院 渋谷区 ニューハートワタナベ国際病院 杉並区 （医社）恒和会 仲村医院 目黒区

ゆうメンタルクリニック新宿院 渋谷区 内田クリニック 杉並区 五本木クリニック 目黒区

ささづか駅前おはな診療所 渋谷区 阿佐ヶ谷駅前パール皮膚科 杉並区 西條クリニック鷹番 目黒区

渋谷メンタルクリニック 渋谷区 松井矯正歯科クリニック 杉並区 奈良橋医院 目黒区

（医社） 腎研記念会 腎研クリニック 新宿区 （医）義恵会 自由が丘ファミリー皮ふ科 世田谷区 いずみ小林クリニック 杉並区

（医社） 優風会 まきレディスクリニック 新宿区 （医社） ホームアレー ホームアレークリニック 世田谷区 恵比寿こどもクリニック 渋谷区

（医社）CVIC 心臓画像クリニック飯田橋 新宿区 （医社）なみいろの樹 なおこ皮膚科クリニック 世田谷区

（医社）SEC 新宿駅前クリニック 新宿区 （医社）リカバリー こころのホームクリニック世田谷 世田谷区

（医社）ジーメディコ 都庁前血管外科・循環器内科 新宿区 （医社）恵礼会 北原皮膚科 世田谷区

（医社）愛智会 抜弁天クリニック 新宿区 （医社）親樹会 恵泉クリニック 世田谷区

（医社）榊原厚生会 新宿NSビルクリニック 新宿区 世田谷用賀クリニック 世田谷区

（医社）三育会 新宿ヒロクリニック 新宿区 （国研） 国立成育医療研究センター 世田谷区

（医社）鉄友会 柳町病院 新宿区 （医社）創福会 ふくろうクリニック等々力 世田谷区

（医社）優久会 根本医院 新宿区 （社福）児玉新生会 児玉経堂病院 世田谷区

23区外エリア
医療機関名 市区町村 医療機関名 市区町村 医療機関名 市区町村

公立阿伎留医療センター あきる野市 （医財）保養会 竹丘病院 清瀬市 もみじがおか皮膚科 府中市

（医社） むさしの国分寺クリニック 国分寺市 （医社） 広福会 岩田皮膚科クリニック 清瀬市 分梅クリニック 府中市

国分寺在宅ケアクリニック 国分寺市 （医社）颯凌会 まつばらホームクリニック 西東京市 ミソラ歯科クリニック 武蔵村山市

国分寺内科クリニック 国分寺市 （医社）大伸会 ひばり三国歯科 西東京市 ポレポレクリニック 武蔵野市

（医社）友久会 きりんウィメンズクリニック葛西 狛江市岩 （医社）ユスタヴィア 多摩センタークリニックみらい 多摩市 松井クリニック 武蔵野市

（医財）慈生会 野村病院 三鷹市 在宅療養支援クリニック かえでの風 町田市 清水眼科 武蔵野市

（医社） 實理会 東京国際大堀病院 三鷹市 湘南内科皮フ科クリニック町田院 町田市 吉祥寺矯正歯科クリニック 武蔵野市

（医社） うちやまクリニック 小金井市 川端皮膚科クリニック 調布市 （医社）慧翠会 立川内科クリニック 立川市

（医社）浩央会 東小金井さくらクリニック 小金井市 （医社）ＳＪＳ 金子レディースクリニック 調布市 （独）国立病院機構 災害医療センター 立川市

（医社）鶴亀会 小金井つるかめクリニック 小金井市 （医社）大坪会 北多摩病院 調布市 まつもとクリニック 立川市

小金井メンタルクリニック 小金井市 （医社）東山会 調布東山病院 調布市 立川クリニック 立川市

小金井橋さくらクリニック 小金井市 （医社）翔和仁誠会 国領駅前クリニック 調布市 （医社）国立さくら病院 国立市

（医社）白萌会 白矢眼科医院 小平市 朝がおクリニック 日野市 （医社）さくらホームケアクリニック 国立市

（医社）健心会 みなみ野循環器病院 八王子市 大島医院 八王子市

（医社）清智会 清智会記念病院 八王子市

はっとり眼科クリニック 八王子市

医療連携登録医療機関のご紹介（東京都）
東京大学医学部附属病院では、一人ひとりの患者さんに最善の医療を提供するため相互に協力するとともに、病診連携や病病連携をより緊密にし、

地域医療の向上を図ることを目的に、特定機能病院である当院と、かかりつけの主治医である地域の医療機関との間で、医療連携機関登録制度を

実施しています。（当院と連携している医療機関のうち、賛同いただいた医療機関のみ掲載しています。）
2023年4月1日時点

太字は2023年4月1日に新たに連携登録となった医療機関になります



県外エリア
医療機関名 市区町村 医療機関名 市区町村 医療機関名 市区町村

（医） おぎ野医院 埼玉県 あずまリウマチ・内科クリニック 埼玉県 （医社）大伸会 八千代三国歯科 千葉県

（医） ただともひろ胃腸科肛門科 埼玉県 常葉ホームクリニック 埼玉県 津田眼科医院 千葉県

（医） 後谷診療所 埼玉県 草加グリーンクリニック 埼玉県 やまが在宅クリニック 千葉県

（医） 正務医院 埼玉県 草加市立病院 埼玉県 北小金メンタルクリニック 千葉県

（医） 石川病院 埼玉県 草加心療内科 埼玉県 かしわの葉レディースクリニック 千葉県

（医） 大宮シティクリニック 埼玉県 東大宮メンタルクリニック 埼玉県 （医） 進藤医院 神奈川県

（医） 大宮はまだ眼科 埼玉県 白岡内科総合診療所 埼玉県 （医）義恵会 溝の口駅前皮膚科 神奈川県

（医） 地の塩会 とだ小林医院 埼玉県 皮フ科さくらクリニック 埼玉県 （医）恵仁会 松島クリニック 神奈川県

（医） 武蔵野総合病院 埼玉県 平愛クリニック 埼玉県 （医）匠光会 深澤りつクリニック 神奈川県

（医）インテグレス 大宮エヴァグリーンクリニック 埼玉県 和光市歯科 埼玉県 （医）湘和会 湘南記念病院 神奈川県

（医）きずな会 さめじまボンディングクリニック 埼玉県 （医社）かずさ大伸会 グリーン歯科医院 埼玉県 （医）伸援会 くにもとライフサポートクリニック 神奈川県

（医）慶聰会 矢澤クリニック北本 埼玉県 （医社）かずさ大伸会 君津グリーン歯科医院 埼玉県 （医）新都市医療研究会「君津」会 南大和病院 神奈川県

（医）慧山会 上尾脳神経外科クリニック 埼玉県 （医社）大伸会 アクロスモール三国歯科 埼玉県 （医）徳洲会 湘南鎌倉総合病院 神奈川県

（医）献真会 彩企整形外科 埼玉県 （医社）大伸会 くま歯科医院 埼玉県 （医社） 前川メディカルクリニック 神奈川県

（医）厚和会 河合病院 埼玉県 埼玉県立小児医療センター 埼玉県 （医社） 滝沢皮膚科 神奈川県

（医）桜会 県庁通りさくら歯科 埼玉県 （医社） 和啓会 メディクス草加クリニック 埼玉県 （医社）あおば会 あおば皮ふ科 神奈川県

（医）親和会 鳳永病院 埼玉県 （医）片山会 かたやまクリニック 埼玉県 （医社）ふくお医院 ふくお小児科アレルギー科 神奈川県

（医）清香会 小野内科クリニック 埼玉県 やまもと内科クリニック 埼玉県 （医社）葵会 AOI国際病院 神奈川県

（医）早仁会 久喜メディカルクリニック 埼玉県 レイクタウン内科大宮駅前院 埼玉県 （医社）誠信会 オーシャンクリニック 神奈川県

（医）明医研 デュエット内科クリニック 埼玉県 （医）新都市医療研究会「君津」会 玄々堂君津病院 千葉県 （医社）平平曾 橋本クリニック 神奈川県

（医）明医研 ハーモニークリニック 埼玉県 （医財）松圓会 東葛クリニック病院 千葉県 （医社）佑希会 のぞみクリニック 神奈川県

（医財）健和会 みさと健和病院 埼玉県 （医社） そうクリニック 千葉県 （医社）嵐山会 シティクリニック 神奈川県

（医財）聖蹟会 埼玉県央病院 埼玉県 （医社）安誠会 やすはら内科クリニック 千葉県 あおいクリニック 神奈川県

（医社） ゆたかクリニック東川口駅前 埼玉県 （医社）希会 にしむら内科クリニック 千葉県 あおやぎ内科循環器クリニック 神奈川県

（医社） 磯部クリニック 埼玉県 （医社）康喜会 辻仲病院柏の葉 千葉県 かりべクリニック 神奈川県

（医社） 健新和会 埼玉記念リズムクリニックセンター 埼玉県 （医社）紫陽会 原クリニック 千葉県 たぐち歯科クリニック 神奈川県

（医社） 泰成会 ひかる眼科 埼玉県 （医社）小羊会 ⾧沼クリニック 千葉県 たま耳鼻咽喉科 神奈川県

（医社） 木花磐会 大野眼科クリニック 埼玉県 （医社）真療会 野田病院 千葉県 つむらや内科 神奈川県

（医社）すみれ会 石井クリニック 埼玉県 （医社）診誠会 すずき内科クリニック 千葉県 ららぽーと横浜クリニック 神奈川県

（医社）協友会 吉川中央総合病院 埼玉県 （医社）清志会 山本病院 千葉県 漢方クリニック市ヶ尾 神奈川県

（医社）堅江会 はたクリニック 埼玉県 （医社）誠馨会 新東京クリニック松飛台 千葉県 元住吉こころみクリニック 神奈川県

（医社）弘人会 中田病院 埼玉県 （医社）誠高会 おおたかの森病院 千葉県 在宅療養支援クリニック かえでの風 さがみ 神奈川県

（医社）上杏会 あげお第一診療所 埼玉県 （医社）博葉会 近藤クリニック 千葉県 社会（医社）三思会 東名厚木病院 神奈川県

（医社）泰成会 こんの眼科 埼玉県 （医社）柏水会 初石病院 千葉県 森皮フ科クリニック 神奈川県

（医社）泰斗会 岩崎整形外科 埼玉県 （医社）柏水会 柏メンタルクリニック 千葉県 川崎駅前レディースクリニック 神奈川県

（医社）武蔵野会 新座志木中央総合病院 埼玉県 （医社）白金会 白金整形外科クリニック 千葉県 川崎市立多摩病院 神奈川県

（医社）明日佳 埼玉あすか松伏病院 埼玉県 （医社）豊流会 ツチダクリニック 千葉県 早稲田医院 神奈川県

（医社）明悠会 小原クリニック 埼玉県 （医社）鳳翔会 すぎおかクリニック 千葉県 美しが丘メンタルクリニック 神奈川県

（医社）友久会 きりんウィメンズクリニック葛西 埼玉県 （医社）鐡櫻会 シャルムクリニック 千葉県 武蔵小杉こころみクリニック 神奈川県

あい歯科医院 埼玉県 （医社）頌栄会 ベイシティクリニック 千葉県 （医）一誠会 川﨑胃腸科肛門科病院 茨城県

あい小児科 埼玉県 （社医社）さつき会 袖ヶ浦さつき台病院 千葉県 （医）泰生会 戸田医院 茨城県

うめだＤＭクリニック 埼玉県 （社医社）千葉県勤労者医療協会 船橋二和病院 千葉県 （医社）常仁会 牛久愛和総合病院 茨城県

きむら内科外科クリニック 埼玉県 （社医社）千葉県勤労者医療協会 船橋二和病院附属ふたわ診療所 千葉県 （医社）善仁会 小山記念病院 茨城県

さとう埼玉リウマチクリニック 埼玉県 （社福）恩賜財団済生会 千葉県済生会習志野病院 千葉県 （一財）筑波麓仁会 筑波学園病院 茨城県

はらいちだんち歯科・矯正歯科診療所 埼玉県 （地独） 総合病院 国保旭中央病院 千葉県 さとこ乳腺・婦人科クリニック 茨城県

ファミリークリニック草加 埼玉県 （独）国立病院機構 下志津病院 千葉県 （社福）白十字会 白十字総合病院 茨城県

まほろば歯科 埼玉県 IMSグループ（医財）明理会 新松戸中央総合病院 千葉県 つくば腎クリニック 茨木県

越谷レイクタウン内科 埼玉県 おおすか整形外科 千葉県 （医）信誠会 苅部医院 栃木県

岩槻内科胃腸科 埼玉県 つばさ在宅クリニック西船橋 千葉県 （社医）中山会 宇都宮記念病院 栃木県

宮倉眼科 埼玉県 高柳医院 千葉県 自治医科大学附属病院 栃木県

戸田耳鼻咽喉科 埼玉県 桜こどもクリニック市川 千葉県 （医社）三思会 くすの木病院 群馬県

高橋眼科 埼玉県 市川乳腺クリニック 千葉県 （医）Maitreya 恵幸堂歯科医院 ⾧野県

山崎胃腸科・内科クリニック 埼玉県 若葉ファミリー常盤平駅前内科クリニック 千葉県 焼津市立総合病院 静岡県

志木ファミリークリニック 埼玉県 西船医院 千葉県 （医社）優花 高遠内科クリニック 静岡県

社会（医社） 堀ノ内病院 埼玉県 太田耳鼻咽喉科医院 千葉県 （医）松尾会 松尾病院 静岡県

所沢肛門病院 埼玉県 柏ひふ科 千葉県 阪野クリニック 静岡県

小川クリニック 埼玉県 柏東口よしだクリニック 千葉県 なごみ歯科・矯正歯科 大阪府

心と体のクリニック 埼玉県 （医社）大伸会 コスモス三国歯科 千葉県 みくりや歯科 大阪府

新井町内科消化器クリニック 埼玉県 （医社）大伸会 つるせ三国歯科 千葉県 ウチカラクリニック 愛知県

新越谷肛門胃腸クリニック 埼玉県 （医社）大伸会 ふたば歯科医院 千葉県 あをうめクリニック 広島県

深谷赤十字病院 埼玉県 （医社）大伸会 ワラビー三国歯科 千葉県

医療法人同愛会 熊谷外科病院 埼玉県 （医社）大伸会 三国歯科医院 千葉県

（医社）大伸会 松葉歯科医院 千葉県

医療連携登録医療機関のご紹介（都外）
東京大学医学部附属病院では、一人ひとりの患者さんに最善の医療を提供するため相互に協力するとともに、病診連携や病病連携をより緊密にし、

地域医療の向上を図ることを目的に、特定機能病院である当院と、かかりつけの主治医である地域の医療機関との間で、医療連携機関登録制度を 実

施しています。（当院と連携している医療機関のうち、賛同いただいた医療機関のみ掲載しています。）
2023年4月1日時点


