
● 救急医療機関や休日歯科当番医等のご案内 休日急患テレフォン案内
※詳しくはP66へ

https://www.himawari.metro.tokyo.jp/qq13/qqport/tomintop/

● 24時間医療機関案内 東京都医療機関案内サービス 「ひまわり」
問い合わせの時間に診療しているお近くの医療機関をご案内します。

【案内時間】 日・祝・年末年始（12/29～1/3） 9：00～22：00 土曜日 17：00～22：00
☎3208-2223

☎ 5272-0303
FAX5285-8080

● 救急車を「呼ぶ？」「呼ばない？」救急相談センターを利用しましょう
へ電話してください（携帯電話、PHS、プッシュ回線） ダイヤル回線は☎3212-2323♯7119お近くの

医療機関を
ご案内します

救急の
医療機関は？ 病院に行くべき？

救急車を呼ぶべき？

あ
い
の
地
区

保険診療の施設だけでなく、自由診療の施設も含まれています。

この医療機関リストは、アンケートに基づいて作成したもので、新宿区内の
すべての医療機関、診療科目を掲載しているものではありません。
町名は50音順。各町内の医療機関は、住所順に掲載しています。
受診の際は事前に各医療機関へ確認のうえ、受診してください。
休日診療、小児平日・土曜日夜間診療に関してはP66をご覧ください。

※マークに含まれない科目は各機関の診療科目でご確認ください。

心療内科内科

歯科 耳鼻いんこう科眼科

一部の診療科目は以下のマークでも探せます

皮膚科（美容皮膚科は含まれません）

小児科（小児歯科、小児眼科、小児外科は含まれません）

外科

下記の二次元コードをスマートフォン
で読み込むことでGoogleマップで
施設の位置を確認する事ができます。

※Googleマップ(Google Maps™ 
mappingservice)はGoogle 
LLCの商標または登録商標です。

※本サービスは無料でご利用いただ
けますが、データ通信にかかる
費用はご利用される方の負担と
なります。

医療機関の
位置情報をチェック！

「Googleマップ」

赤城下町（あかぎしたまち）あ

揚場町（あげばちょう）
医療法人社団竹印 竹内歯科医療院
☎3235-2285
揚場町1番13号　ミヤコビル3階
歯科、歯科口腔外科、小児歯科、矯正歯科

神楽坂眼科医院
☎3267-8088
揚場町2番11号　原島ビル1階
眼科

飯田橋医院
☎3235-5151
揚場町2番13号　剣木ビル1階2階
泌尿器科、内科、小児科

飯田橋なかしま歯科医院
☎3260-1050
揚場町2番16号　ナカシマビル2階
歯科、矯正歯科、小児歯科、歯科口腔外科
医療法人社団瑞祥会 飯田橋矯正歯科
☎6228-1487
揚場町2番19号　徳ビル5階
矯正歯科
医療法人社団 伸悠会 奥村歯科医院
☎3267-3455
揚場町2番20号　大和ビル2階
歯科、矯正歯科、小児歯科、歯科口腔外科

青木第二歯科医院
☎3268-7889
赤城下町33番地23
歯科、矯正歯科、歯科口腔外科、小児歯科

市谷砂土原町（いちがやさどはらちょう）い
公益財団法人 東京都予防医学協会 保健会館クリニック
☎3269-1151
市谷砂土原町1丁目2番地　保健会館
内科、呼吸器内科、循環器内科、消化器内科、糖尿病内科、
乳腺外科、婦人科、肺放射線診断科、内分泌内科

市ヶ谷矯正歯科
☎5579-8910
市谷砂土原町3丁目8番地14　市谷砂土原町Tテラス1階　1-1号室
歯科、矯正歯科、歯科口腔外科

市谷台町（いちがやだいまち）
福山歯科医院
☎5379-1180
市谷台町6番10号　フクヤマハイツ205
歯科

荒木町（あらきちょう）
住友内科クリニック
☎5362-3288
荒木町4番地　森初ビル2階
内科、糖尿病内科、内分泌内科

まがり医院
☎5362-5531
荒木町6番地34
内科、小児科、循環器科、外科、心臓血管外科

片倉歯科医院
☎3351-4406
荒木町13番地
歯科、歯科口腔外科
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● 救急医療機関や休日歯科当番医等のご案内 休日急患テレフォン案内
※詳しくはP66へ
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● 24時間医療機関案内 東京都医療機関案内サービス 「ひまわり」
問い合わせの時間に診療しているお近くの医療機関をご案内します。

【案内時間】 日・祝・年末年始（12/29～1/3） 9：00～22：00 土曜日 17：00～22：00
☎3208-2223

☎ 5272-0303
FAX5285-8080

● 救急車を「呼ぶ？」「呼ばない？」救急相談センターを利用しましょう
へ電話してください（携帯電話、PHS、プッシュ回線） ダイヤル回線は☎3212-2323♯7119お近くの
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ご案内します

救急の
医療機関は？ 病院に行くべき？

救急車を呼ぶべき？
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市谷仲之町（いちがやなかのちょう）
伊吹歯科診療所
☎3341-6480
市谷仲之町3番22号
歯科

曙橋よつばファミリークリニック
☎5315-0155
市谷仲之町3番45　市ヶ谷仲之町ヒルズクレスト1階
内科、小児科、リウマチ科、アレルギー科

予防からはじめる整形外科
T CLINIC Ichigaya
☎3359-3939
市谷仲之町3番45号　市ヶ谷仲之町ヒルズクレスト102号
整形外科、リウマチ科、リハビリテーション科

市谷八幡町（いちがやはちまんちょう）
医療法人社団琴誠会 市ケ谷こころのクリニック
☎3528-9772
市谷八幡町11番地1　市ケ谷八幡町ビル2階
精神科、心療内科

市谷本村町（いちがやほんむらちょう）
市ヶ谷防衛省前歯科クリニック
☎3269-6474
市谷本村町3番19号　千代田ビル1階
歯科、小児歯科、矯正歯科、歯科口腔外科

市谷薬王寺町（いちがややくおうじまち）
西崎歯科クリニック
☎3235-1683
市谷薬王寺町66番地　戸塚ビル2階
歯科

薬王寺アイクリニック
☎5227-7230
市谷薬王寺町70番地　アルス市ヶ谷薬王寺1階
眼科

ひまわりデンタルクリニック
☎3266-0648
市谷薬王寺町83番地34　ユートピアひまわり
歯科、小児歯科、歯科口腔外科

市谷田町（いちがやたまち）
おざわ歯科医院
☎3269-8209
市谷田町1丁目1番地　ATビル3階
歯科、矯正歯科、小児歯科、歯科口腔外科

みうら歯科クリニック
☎3235-3784
市谷田町1丁目2番地23　ランゴスタビル6階
歯科

おかべふじこ内科・循環器クリニック
☎3269-1021
市谷田町1丁目19番地　共同建設ビル3階
内科、循環器科、胃腸科

こだち整形・形成外科
☎3260-7721
市谷田町1丁目19番地　共同建設ビル2階
内科、整形外科、形成外科、リハビリテーション科
医療法人社団緑寿会
こばやし皮ふケアクリニック
☎6265-3344
市谷田町1丁目19番地3　SPC市谷ビル2階
皮膚科

市ヶ谷．歯科
☎6280-8418
市谷田町2丁目7番地　三貴ビル2階
歯科、矯正歯科、小児歯科、歯科口腔外科

市ヶ谷ひもろぎクリニック
☎5946-8586
市谷田町2丁目31番3号　市ヶ谷ASUKARAビル
精神科、心療内科、泌尿器科、内科

石井矯正歯科
☎3268-3005
市谷八幡町12番地1 Garden Terrace 市谷八幡3階
矯正歯科、歯科、歯科口腔外科

市谷山伏町（いちがややまぶしちょう）
医療法人社団涼友会 神楽坂D．S．マイクリニック
☎3260-9914
市谷山伏町2番2号　神楽坂NKビル1階
内科、外科、放射線科、脳神経外科、整形外科、麻酔
科

市谷柳町（いちがややなぎちょう）
なかそねデンタルクリニック牛込柳町
☎6380-6992
市谷柳町15番地1　プラウド市谷柳町1-A号室
歯科、小児歯科、矯正歯科、歯科口腔外科
医療法人社団瑛和会
クレア歯科クリニック
☎5225-6480
市谷柳町24番地5　プレゼモロン大野1階
歯科、矯正歯科、小児歯科、歯科口腔外科
医療法人社団鉄友会 柳町病院
☎3268-3521
市谷柳町25番地
内科、皮膚科、小児科、外科、整形外科、
リハビリテーション科

榎町（えのきちょう）え
武野クリニック
☎3269-5581
榎町33番地1　ザ・スクエア6階
精神科

171

医
療
機
関
リ
ス
ト

２２０３新宿区3(SG280)行政最終_４.indd   171２２０３新宿区3(SG280)行政最終_４.indd   171 2022/02/09   9:32:162022/02/09   9:32:16



● 救急医療機関や休日歯科当番医等のご案内 休日急患テレフォン案内
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● 24時間医療機関案内 東京都医療機関案内サービス 「ひまわり」
問い合わせの時間に診療しているお近くの医療機関をご案内します。

【案内時間】 日・祝・年末年始（12/29～1/3） 9：00～22：00 土曜日 17：00～22：00
☎3208-2223

☎ 5272-0303
FAX5285-8080

● 救急車を「呼ぶ？」「呼ばない？」救急相談センターを利用しましょう
へ電話してください（携帯電話、PHS、プッシュ回線） ダイヤル回線は☎3212-2323♯7119お近くの
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救急車を呼ぶべき？
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改代町（かいたいちょう）か
東京保健生活協同組合 江戸川橋診療所
☎3269-7855
改代町33番地
内科、整形外科、皮膚科、歯科

戸山メンタルクリニック
☎3232-9288
大久保2丁目5番22号　セキサクビル6階　A
精神科、神経内科、心療内科
医療法人社団参仁会 佐藤歯科医院
☎3203-3680
大久保2丁目6番17号　シルバープラザ新宿第2　202号室
歯科
医療法人社団参仁会 佐藤歯科医院分室
☎5287-2388
大久保2丁目6番18号　アルカーデンシティリンクス1階
歯科
医療法人財団東京勤労者医療会 おおくぼ戸山診療所
☎5272-2585
大久保2丁目8番2号
内科、小児科

しみずデンタルオフィス
☎5273-0432
大久保2丁目9番2号　山田ビル1階
歯科、矯正歯科、小児歯科、歯科口腔外科
医療法人社団三育会 新宿ヒロクリニック
☎5272-5610
大久保2丁目11番15号　大林ビル1・2階
内科、皮膚科、整形外科、リハビリテーション科、高齢
者内科、緩和ケア内科、小児科、精神科、循環器内科

かわかた医院
☎3200-0028
大久保2丁目18番16号
産科、婦人科

林ウィメンズクリニック・新大久保
☎5155-7747
大久保2丁目32番3号　リスボンビル3階A室
内科、性病科、産婦人科

みよし歯科
☎3232-7976
大久保3丁目10番1号　ニュータンオオクボ1階
歯科、小児歯科

神楽河岸（かぐらがし）
東京都立心身障害者口腔保健センター
☎3235-1141
神楽河岸1番1号　セントラルプラザ8・9階
歯科、矯正歯科、小児歯科

染谷歯科
☎3209-3627
大久保1丁目1番18号　
歯科

しらたき眼科
☎3207-5056
大久保1丁目3番13号　三矢ビル2階
眼科

岡田小児科クリニック
☎3200-1236
大久保1丁目5番15号　岡田ビル1階
小児科
医療法人社団 慶幸会 東新宿クリニック
☎6233-8581
大久保1丁目11番3号　大東ビル3階
内科
医療法人社団医進会　小田クリニック
☎5273-0770
大久保1丁目11番3号　大東ビル2階・5階
内科、胃腸科、外科、リハビリテーション科、放射線科

新大久保礒田歯科医院
☎3208-6473
大久保1丁目16番13号　新大久保SHKビル3階　301号室
歯科、矯正歯科、小児歯科、歯科口腔外科

林医院
☎3204-1203
大久保1丁目16番13号　三和ビル3階
内科、小児科、皮膚科、婦人科

堀内クリニック
☎5287-6171
大久保2丁目1番1号　サントーク大久保2階
内科、胃腸科、外科、肛門科

殿岡歯科医院
☎3203-2855
大久保2丁目2番2号　宮庭マンション
歯科

西大久保クリニック
☎5273-6880
大久保2丁目3番5号　藤和大久保コーポ101号室
内科、小児科、皮膚科

新宿イーストデンタルオフィス
☎6457-3620
大久保2丁目4番12号　ラムダックスビル1階
歯科、小児歯科、矯正歯科、歯科口腔外科

村田歯科医院
☎3209-6610
大久保2丁目5番2号
歯科

大久保（おおくぼ）お
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● 救急医療機関や休日歯科当番医等のご案内 休日急患テレフォン案内
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● 24時間医療機関案内 東京都医療機関案内サービス 「ひまわり」
問い合わせの時間に診療しているお近くの医療機関をご案内します。

【案内時間】 日・祝・年末年始（12/29～1/3） 9：00～22：00 土曜日 17：00～22：00
☎3208-2223

☎ 5272-0303
FAX5285-8080

● 救急車を「呼ぶ？」「呼ばない？」救急相談センターを利用しましょう
へ電話してください（携帯電話、PHS、プッシュ回線） ダイヤル回線は☎3212-2323♯7119お近くの

医療機関を
ご案内します

救急の
医療機関は？ 病院に行くべき？

救急車を呼ぶべき？
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神楽坂（かぐらざか）
神楽坂　肌と爪のクリニック
☎3513-8212
神楽坂2丁目12番15号　さわやビル2階
皮膚科、形成外科、腫瘍皮膚科、美容皮膚科、美容外科
医療法人社団美帆会 神楽坂ストレスクリニック
☎6280-8107
神楽坂3丁目2番地　神楽坂Ｋビル6階
心療内科、精神科

神楽坂消化器内科・内視鏡クリニック
☎3268-1011
神楽坂3丁目2番地　神楽坂Kビル3階
内科、消化器内科、肛門内科
医療法人社団 MEDIQOLデンタルクリニック神楽坂
☎5228-5778
神楽坂3丁目4番地1　神楽坂山本ビル1階
歯科、矯正歯科、小児歯科、歯科口腔外科

倉澤クリニック
☎5206-8820
神楽坂3丁目5番地　神楽坂センタービル6階
内科、循環器科、皮膚科
医療法人社団康志会 神楽坂わたなべ歯科クリニック
☎3268-8080
神楽坂3丁目6番地　サムライ堂ビル5階・6階
歯科、矯正歯科、小児歯科、歯科口腔外科
医療法人社団千緑会 神楽坂医院
☎3269-7267
神楽坂3丁目6番地　近藤ビル1階
内科、整形外科、麻酔科、心療内科、外科、大腸・肛
門外科

神楽坂よしだ歯科医院
☎5225-1187
神楽坂5丁目21番地　亀十ビル2階
歯科 小児歯科

神楽坂みなみの眼科
☎6280-7690
神楽坂5丁目21番地1　長谷川ビル2階
眼科
医療法人社団KOC 神楽坂矯正歯科クリニック
☎5228-0122
神楽坂5丁目30番地2　イセヤビル5階
矯正歯科

原野歯科医院
☎3235-9777
神楽坂5丁目32番地　近江屋ビル2階
歯科

神楽坂レディースクリニック
☎5579-2198
神楽坂5丁目32番地　近江屋ビル4階
婦人科

THE SKIN CLINIC 神楽坂
☎6265-0440
神楽坂6丁目8番地31　DeLCCS神楽坂3階
皮膚科、美容皮膚科

やとみ歯科医院
☎3267-2384
神楽坂6丁目15番地　折井ビル2階
歯科

神楽坂歯科
☎3268-4180
神楽坂6丁目38番地　中島ビル501
歯科、歯科口腔外科

神楽坂内科・脳神経内科クリニック
☎6280-7582
神楽坂6丁目42番地　神楽坂喜多川ビル1階
内科、神経内科、脳神経内科
医療法人社団優秋会
みみ・はな・のど神楽坂クリニック
☎6280-8048
神楽坂6丁目43番地　K’sPlace403
耳鼻いんこう科

神楽坂こころのクリニック
☎6280-8407
神楽坂6丁目48番地　TOMOSビル5階
精神科、心療内科

神楽坂通りクリニック
☎3268-1717
神楽坂6丁目66番地　神楽坂宝生堂ビル3階
整形外科、リハビリテーション科

片町（かたまち）
あけぼの診療所
☎6457-7237
片町2番3号　菱和ビル4階
内科、循環器内科、呼吸器内科、血液内科、外科、心臓血管外科、
脳神経外科、皮膚科、アレルギー科、精神科、消化器外科、消化
器内科、リウマチ科、救急科、腎臓内科、神経内科、心療内科

柳沢クリニック
☎5368-1303
片町2番3号　菱和ビル3階
内科
医療法人社団MEDIQOL
スマイルプラスデンタルクリニック
☎3357-4618
片町3番5号　シラキュウス・ウエスト1階
歯科
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● 救急医療機関や休日歯科当番医等のご案内 休日急患テレフォン案内
※詳しくはP66へ

https://www.himawari.metro.tokyo.jp/qq13/qqport/tomintop/

● 24時間医療機関案内 東京都医療機関案内サービス 「ひまわり」
問い合わせの時間に診療しているお近くの医療機関をご案内します。

【案内時間】 日・祝・年末年始（12/29～1/3） 9：00～22：00 土曜日 17：00～22：00
☎3208-2223

☎ 5272-0303
FAX5285-8080

● 救急車を「呼ぶ？」「呼ばない？」救急相談センターを利用しましょう
へ電話してください（携帯電話、PHS、プッシュ回線） ダイヤル回線は☎3212-2323♯7119お近くの

医療機関を
ご案内します

救急の
医療機関は？ 病院に行くべき？

救急車を呼ぶべき？

か
の
地
区

上落合（かみおちあい）
医療法人社団秀心会 小滝橋歯科
☎3371-8148
上落合1丁目1番4号　鈴木ビル3階
歯科、小児歯科

落合パークサイドクリニック
☎5338-4976
上落合1丁目1番4号　鈴木ビル2階・4階
内科、小児科、消化器科、循環器科、アレルギー科、呼吸器科
医療法人社団 糖真会 上落合真クリニック
☎3363-5820
上落合1丁目5番4号　幸楽亭ビル1階・2階
内科、小児科、糖尿病内科
医療法人社団四葉会 木島内科クリニック
☎3364-6321
上落合1丁目21番14号　パストラール1階
内科、小児科、神経内科、呼吸器科、消化器科、胃腸科、
循環器科、整形外科、皮膚科、リハビリテーション科

山岸歯科医院
☎3361-6630
上落合1丁目25番5号
歯科

落合ファミリークリニック
☎5989-1477
上落合2丁目11番16号　1階・2階
内科、小児科
医療法人社団
珠MEDICAL　髙島クリニック
☎3371-2101
上落合2丁目18番15号
内科、消化器内科（胃腸内科）、外科、乳腺外科、整形外科、美容皮膚科

番田歯科医院
☎5337-3120
上落合2丁目20番1号
歯科、小児歯科
医療法人社団水神会 中井駅前クリニック
☎3365-1627
上落合2丁目20番2号　杉山ビル3階
内科、小児科、アレルギー科、皮膚科

歌舞伎町（かぶきちょう）
エムビューティークリニック
☎6233-8968
歌舞伎町1丁目5番3号　CENTER　COURT8階
美容皮膚科、病理診断科

あーす矯正歯科
☎6265-9192
歌舞伎町1丁目5番4号　第22東ビル2階
矯正歯科
医療法人社団成優会 あーす新宿歯科
☎5272-6480
歌舞伎町1丁目5番4号　第22東ビル6階
歯科、矯正歯科、小児歯科、歯科口腔外科、美容外科

水の森美容外科　新宿院
☎6233-2470
歌舞伎町1丁目6番1号　シロービル5階
美容外科

アマシオクリニック
☎6457-6072
歌舞伎町1丁目6番2号　T-wing　shinjuku　地下1階
形成外科、美容外科、美容皮膚科

熊倉歯科医院
☎3205-0474
歌舞伎町1丁目28番3号　武井ビル3階
歯科

新宿シティ眼科
☎3356-1488
歌舞伎町1丁目サブナード　地下街2丁目
眼科
医療法人社団 泰伸会 SHEIRIE CLINIC
☎6233-8010
歌舞伎町2丁目26番10号　TMK03歌舞伎町2丁目4階
皮膚科、形成外科、美容皮膚科、美容外科
医療法人社団北の丸会 歌舞伎町メンタルクリニック
☎5155-4155
歌舞伎町2丁目39番7号　OKビル3階
精神科、心療内科
公益財団法人東京都保健医療公社 大久保病院
☎5273-7711
歌舞伎町2丁目44番1号
内科、皮膚科、精神科、外科、泌尿器科、脳神経外科、整形
外科、眼科、耳鼻いんこう科、婦人科、リハビリテーショ
ン科、放射線科、麻酔科、歯科口腔外科、循環器内科、腎
臓内科、血管外科、病理診断科、乳腺外科、消化器外科

山の手クリニック
☎3204-8400
歌舞伎町2丁目45番1号　第5ライデンビル5階
性感染症泌尿器科

新宿形成外科
☎3208-5008
歌舞伎町2丁目45番7号　石井ビル7階
形成外科、泌尿器科

アスク井上クリニック
☎6457-6103
歌舞伎町2丁目46番3号　西武新宿駅前ビル6階
形成外科

東京都新宿東口検査・相談室
☎6273-8512
歌舞伎町2丁目46番3号　SIL新宿ビル2階
内科
医療法人社団泰光会 歌舞伎町ひかりクリニック
☎5888-4188
歌舞伎町2丁目46番8号　新宿日章ビル9階
内科、皮膚科、アレルギー科、小児科、整形外科、リ
ハビリテーション科

174

医
療
機
関
リ
ス
ト

２２０３新宿区3(SG280)行政最終_４.indd   174２２０３新宿区3(SG280)行政最終_４.indd   174 2022/02/09   9:32:172022/02/09   9:32:17



● 救急医療機関や休日歯科当番医等のご案内 休日急患テレフォン案内
※詳しくはP66へ

https://www.himawari.metro.tokyo.jp/qq13/qqport/tomintop/

● 24時間医療機関案内 東京都医療機関案内サービス 「ひまわり」
問い合わせの時間に診療しているお近くの医療機関をご案内します。

【案内時間】 日・祝・年末年始（12/29～1/3） 9：00～22：00 土曜日 17：00～22：00
☎3208-2223

☎ 5272-0303
FAX5285-8080

● 救急車を「呼ぶ？」「呼ばない？」救急相談センターを利用しましょう
へ電話してください（携帯電話、PHS、プッシュ回線） ダイヤル回線は☎3212-2323♯7119お近くの

医療機関を
ご案内します

救急の
医療機関は？ 病院に行くべき？

救急車を呼ぶべき？

か
き
の
地
区

中井駅前歯科
☎3371-8811
上落合2丁目20番6号　伊野尾書店ビル2階
歯科、小児歯科

伊藤メディカルクリニック
☎3361-6318
上落合2丁目25番3号　伊藤ビル1階
内科、循環器内科、糖尿病内科、外科、血管外科、皮
膚科、アレルギー科

稲垣歯科医院
☎5937-4507
上落合2丁目28番12号　高山ビル　地下1階
歯科、小児歯科、歯科口腔外科

落合駅前歯科
☎6304-0682
上落合2丁目29番1号　山武落合ビル1-B号室
歯科、矯正歯科、小児歯科、歯科口腔外科

上落合歯科クリニック
☎3369-3321
上落合3丁目5番19号　エクセレント上落合1階
歯科、矯正歯科、小児歯科

松井歯科医院
☎3368-8241
上落合3丁目8番2号　グランドハイツ落合101
歯科

河田町（かわだちょう）
医療法人社団皓志会 コンフォガーデン歯科クリニック
☎3356-4184
河田町3番2号　河田町コンフォガーデン施設B
歯科、矯正歯科、小児歯科、歯科口腔外科
医療法人社団曙光会 コンフォガーデンクリニック
☎3357-0086
河田町3番2号
内科、小児科、整形外科、皮膚科、精神科

曙ホームクリニック
☎5357-7656
河田町3番8号 THE DENS　曙橋204
内科、脳神経内科

東京女子医科大学東洋医学研究所クリニック
☎6709-9021
河田町8番1号
漢方内科、漢方小児科、漢方外科、漢方皮膚科

北新宿（きたしんじゅく）き
第二濱野歯科医院
☎3366-0808
北新宿1丁目1番11号　2階
歯科、歯科口腔外科

浜野歯科医院
☎3360-0990
北新宿1丁目1番11号　1階
歯科、小児歯科、歯科口腔外科

新宿デンタルオフィス
☎6304-0917
北新宿1丁目1番17号　ウィンド北新宿ビル4階
歯科、矯正歯科
医療法人社団橋本会 橋本歯科医院
☎3368-1809
北新宿1丁目4番8号
歯科、矯正歯科、小児歯科

にえかわ歯科医院
☎5337-4331
北新宿1丁目8番17号　ヒジカタビル4階
歯科

丹羽クリニック
☎3368-7587
北新宿1丁目8番17号　ヒジカタビル2階
内科、消化器内科（胃腸内科）、アレルギー科
医療法人社団憲英会 カモハラ歯科医院
☎3366-5030
北新宿1丁目28番15号　中田ビル1階
歯科

TMクリニック西新宿
☎3364-5220
北新宿2丁目2番28号　フロントパーク新宿1階
皮膚科、内科

成子坂歯科イムラクリニック
☎3366-0360
北新宿2丁目15番16号　新宿セントラルヴィレッジ1階
歯科

東京女子医科大学病院
☎3353-8111
河田町8番1号
内科、呼吸器内科、循環器内科、消化器内科、腎臓内科、人工透析内
科、神経内科、糖尿病・代謝内科、血液内科、皮膚科、内分泌内科、疼
痛緩和内科、小児科、腎臓小児科、循環器小児科、小児科（新生児）、
精神科、外科、呼吸器外科、心臓血管外科、消化器外科、泌尿器科、
脳神経外科、内分泌外科、腎臓外科、整形外科、形成外科、眼科、糖
尿病眼科、耳鼻いんこう科、小児外科、産科、婦人科、リハビリテー
ション科、放射線科、放射線治療科、麻酔科、病理診断科、救急科、
歯科、ペインクリニック内科、リウマチ科、放射線診断科、小児歯
科、矯正歯科、歯科口腔外科、乳腺・内分泌外科、臨床検査科

若松河田クリニック
☎6457-8351
河田町10番7号　グリーンヒルズ河田町201
内科、循環器内科
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● 救急医療機関や休日歯科当番医等のご案内 休日急患テレフォン案内
※詳しくはP66へ

https://www.himawari.metro.tokyo.jp/qq13/qqport/tomintop/

● 24時間医療機関案内 東京都医療機関案内サービス 「ひまわり」
問い合わせの時間に診療しているお近くの医療機関をご案内します。

【案内時間】 日・祝・年末年始（12/29～1/3） 9：00～22：00 土曜日 17：00～22：00
☎3208-2223

☎ 5272-0303
FAX5285-8080

● 救急車を「呼ぶ？」「呼ばない？」救急相談センターを利用しましょう
へ電話してください（携帯電話、PHS、プッシュ回線） ダイヤル回線は☎3212-2323♯7119お近くの

医療機関を
ご案内します

救急の
医療機関は？ 病院に行くべき？

救急車を呼ぶべき？

き
さ
の
地
区

前島歯科医院
☎3371-0072
北新宿2丁目20番1号　グランドテラス新宿1階
歯科、小児歯科、歯科口腔外科

くれクリニック
☎6279-2893
北新宿2丁目21番1号　新宿フロントタワー3階301区階室
内科、循環器内科、消化器内科、外科、糖尿病内科、呼吸器内科
医療法人社団 最匠会 光伸メディカルクリニック
☎3361-3366
北新宿2丁目21番1号　新宿フロントタワー3階　301区I・J・K室
整形外科、美容外科、リハビリテーション科、美容
皮膚科、ペインクリニック内科
医療法人社団慶翔会 新宿眼科クリニック
☎5330-1788
北新宿2丁目21番1号　新宿フロントタワー3階
　301区D
眼科
医療法人社団楓心会 おおぬき耳鼻咽喉科
☎3227-1133
北新宿2丁目21番1号　新宿フロントタワー3階301区B室
耳鼻いんこう科

北新宿ガーデンクリニック
☎5348-8914
北新宿2丁目21番1号　新宿フロントタワー3階　301区C室
精神科、心療内科

三珠歯科医院
☎3371-4743
北新宿3丁目1番5号
歯科

竹田クリニック
☎3371-4114
北新宿3丁目1番21号　みどりビル2・3・4階
内科、胃腸内科、外科
医療法人社団 桑原医院
☎3368-4745
北新宿3丁目12番26号
内科、消化器科、循環器科

高橋医院
☎3371-8064
北新宿3丁目21番8号
内科、呼吸器内科、消化器内科、皮膚科、小児科

医療法人社団藤和東光会 藤保クリニック
☎3364-0233
北新宿3丁目26番22号
内科、糖尿病内科、循環器内科、呼吸器内科、リハ
ビリテーション科

うえの歯科医院
☎3364-0430
北新宿4丁目4番4号　朝日プラザ北新宿109
歯科、小児歯科

小滝橋西野眼科クリニック
☎5389-0888
北新宿4丁目8番16号　北新宿君嶋ビル3階
眼科

ふれあい歯科ごとう
☎5338-8817
北新宿4丁目11番13号　せらび新宿1階
歯科
医療法人社団慶津会 北新宿ホームクリニック
☎5338-9338
北新宿4丁目11番13号　せらび新宿1階
内科

天祐堂歯科医院
☎3368-6987
北新宿4丁目23番2号　メゾン田中103
歯科

橋爪医院
☎3371-0030
北新宿4丁目29番9号
内科、眼科

松本皮膚科
☎3360-3306
北新宿4丁目33番5号
内科、皮膚科、小児科

北町（きたまち）
やまだ内科クリニック
☎5206-8853
北町23番地
内科、小児科、呼吸器科、消化器科、循環器科

左門町（さもんちょう）さ
六番町メンタルクリニック
☎5315-0711
左門町2番地6　ワコービル4階
精神科
学校法人小倉学園附属
四谷整形外科リハビリテーションクリニック
☎3352-5091
左門町5番地
整形外科、リハビリテーション科

柳澤歯科医院
☎3351-0539
左門町9番8号
歯科、小児歯科

小島歯科医院
☎3350-4658
左門町13番地5　左門町パクスビル1階
歯科

竹下レディスクリニック
☎6384-2830
左門町13番地7　磯部ビル2階
産婦人科
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● 救急医療機関や休日歯科当番医等のご案内 休日急患テレフォン案内
※詳しくはP66へ

https://www.himawari.metro.tokyo.jp/qq13/qqport/tomintop/

● 24時間医療機関案内 東京都医療機関案内サービス 「ひまわり」
問い合わせの時間に診療しているお近くの医療機関をご案内します。

【案内時間】 日・祝・年末年始（12/29～1/3） 9：00～22：00 土曜日 17：00～22：00
☎3208-2223

☎ 5272-0303
FAX5285-8080

● 救急車を「呼ぶ？」「呼ばない？」救急相談センターを利用しましょう
へ電話してください（携帯電話、PHS、プッシュ回線） ダイヤル回線は☎3212-2323♯7119お近くの

医療機関を
ご案内します

救急の
医療機関は？ 病院に行くべき？

救急車を呼ぶべき？

さ
し
の
地
区

医療法人社団川添記念会 四谷川添産婦人科
☎3351-2315
左門町18番地
産婦人科
医療法人社団慶門会 左門町皮膚科
☎3225-4112
左門町20番地　四谷メディカルビル2階D区画
皮膚科
医療法人社団左門ふたば会 ふたばクリニック
☎3351-4133
左門町20番地　四谷メディカルビル2階N区画
小児科、泌尿器科、耳鼻いんこう科
医療法人社団松原会 アルツクリニックPETラボ
☎6674-1740
左門町20番地　四谷メディカルビル2階G区画、1階104号
放射線科、内科
医療法人社団博由会 四谷内科
☎5368-0675
左門町20番地　四谷メディカルビル2階E区画
内科、神経内科、循環器科

四谷甲状腺クリニック
☎5361-7117
左門町20番地　四谷メディカルビル2階　B区画
内分泌内科

福内ペインクリニック
☎3350-4135
左門町20番地　四谷メディカルビル2階　A区画
内科、神経内科、整形外科、麻酔科

グレース信濃町歯科
☎6380-6489
左門町20番地6　内藤ビル3階3A号室
歯科、矯正歯科、歯科口腔外科、小児歯科

信濃町（しなのまち）し
医療法人社団歯友会 赤羽歯科（信濃町）
☎3355-4801
信濃町8番地　外苑北SRCビル3階
歯科、矯正歯科、小児歯科、歯科口腔外科

宮下歯科医院
☎3358-0058
信濃町10番地13　宮下ビル3階
歯科、矯正歯科、小児歯科
医療法人社団あすなろ会 信濃町駅ビル歯科
☎3341-8286
信濃町34番地　JR信濃町ビル2階
歯科、矯正歯科
医療法人社団慶光会 大城クリニック
☎3352-0046
信濃町34番地　JR信濃町ビル2階201号室
内科、皮膚科、外科、整形外科、形成外科、美容外
科、婦人科、リハビリテーション科、耳鼻いんこう
科

下落合（しもおちあい）
飯森歯科医院
☎5386-8123
下落合1丁目3番20号　キクチビル1階
歯科
医療法人社団竹誠会 宗像クリニック
☎3227-2510
下落合1丁目6番1号　宮村ビル3階
内科、泌尿器科
医療法人社団 翔舞会 エムズ歯科クリニック下落合
☎5988-7757
下落合1丁目16番7号　下落合駅前ビル1階
歯科、矯正歯科、小児歯科、歯科口腔外科

下落合クリニック
☎3953-1711
下落合2丁目1番6号
内科、人工透析内科

岡峰歯科医院
☎3951-9633
下落合2丁目10番5号
歯科
医療法人社団創心会 坂本歯科医院
☎3954-8515
下落合3丁目5番7号
歯科

豊ビル歯科
☎5982-0118
下落合3丁目12番23号　豊ビル2階
歯科、矯正歯科、小児歯科

目白よしみクリニック
☎5988-7667
下落合3丁目12番23号　豊ビル1階
内科、消化器内科（胃腸内科）、アレルギー疾患内科、女性内科

名古谷歯科
☎3951-5873
下落合3丁目15番20号　山中ビル2階
歯科、矯正歯科、小児歯科

信濃町診療所
☎3359-5147
信濃町34番地　駅前ビル305
内科、泌尿器科、皮膚科

慶應義塾大学病院
☎3353-1211
信濃町35番地
内科、呼吸器内科、循環器内科、消化器内科、神経内
科、血液内科、皮膚科、リウマチ科、感染症内科、小児
科、精神科、外科、呼吸器外科、心臓血管外科、乳腺外
科、消化器外科、泌尿器科、脳神経外科、整形外科、形
成外科、眼科、耳鼻いんこう科、小児外科、産科、婦人
科、リハビリテーション科、麻酔科、病理診断科、臨
床検査科、救急科、歯科口腔外科、腎臓内分泌代謝内
科、漢方内科、腫瘍内科、頭頸部外科、内視鏡外科、移
植外科、腫瘍外科、放射線診断科、放射線治療科
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● 救急医療機関や休日歯科当番医等のご案内 休日急患テレフォン案内
※詳しくはP66へ

https://www.himawari.metro.tokyo.jp/qq13/qqport/tomintop/

● 24時間医療機関案内 東京都医療機関案内サービス 「ひまわり」
問い合わせの時間に診療しているお近くの医療機関をご案内します。

【案内時間】 日・祝・年末年始（12/29～1/3） 9：00～22：00 土曜日 17：00～22：00
☎3208-2223

☎ 5272-0303
FAX5285-8080

● 救急車を「呼ぶ？」「呼ばない？」救急相談センターを利用しましょう
へ電話してください（携帯電話、PHS、プッシュ回線） ダイヤル回線は☎3212-2323♯7119お近くの

医療機関を
ご案内します

救急の
医療機関は？ 病院に行くべき？

救急車を呼ぶべき？

し
の
地
区

下宮比町（しもみやびちょう）
医療法人社団心静会 南海クリニック
☎5879-7192
下宮比町2番1号　第一勧銀稲垣ビル別館3階
心療内科、精神科
医療法人社団誠進会 飯田橋村井医院
☎3235-7671
下宮比町2番26号　KDX飯田橋ビル8階
内科

ウェルネスクリニック神楽坂
☎6457-5600
下宮比町3番1号　津多屋ビル3階
産婦人科、内科、皮膚科、小児科、アレルギー科

あいクリニック
☎6265-3885
下宮比町3番2号　飯田橋スクエアビル2階
内科、循環器内科
医療法人社団
セントメリー　飯田橋中村クリニック
☎5225-7119
下宮比町3番2号 日本精鉱ビル2階
内科、皮膚科、泌尿器科

目白通りクリニック
☎5906-0755
下落合3丁目15番20号
眼科

くじら歯科医院
☎6914-4184
下落合3丁目15番22号　1階
歯科、歯科口腔外科、矯正歯科、小児歯科

めじろそらクリニック
☎5906-5092
下落合3丁目16番10号　大同ビル3階
精神科、心療内科
医療法人社団盛幸会
目白ヶ丘デンタルクリニック・矯正歯科
☎3954-2580
下落合3丁目16番17号　MEJIROY2-202
歯科、歯科口腔外科、矯正歯科、小児歯科

平瀬歯科クリニック
☎5988-7660
下落合3丁目17番30号
歯科、矯正歯科、小児歯科、歯科口腔外科

目白眼科
☎3952-7262
下落合3丁目17番30号　佐伯ビル2階
眼科

目白デンタルクリニック
☎6908-1377
下落合3丁目18番2号　嬉野ビル1階
歯科、矯正歯科、小児歯科、歯科口腔外科

石田歯科医院
☎3565-1433
下落合3丁目19番6号　リバーナ目白2階
歯科、歯科口腔外科、小児歯科、矯正歯科

目白ブライトクリニック
☎3565-5788
下落合3丁目21番3号　Mコート目白1階
内科、消化器科、外科、肛門科

ひろき歯科クリニック
☎3954-3828
下落合4丁目6番14号　ジアネックスビル202（第2金沢ビル）
歯科、矯正歯科、小児歯科、歯科口腔外科

さとう歯科クリニック
☎5982-3588
下落合4丁目23番12号　オーノハイツ1階
歯科、小児歯科、歯科口腔外科
医療法人社団あけぼの会 山本医院
☎3951-7020
下落合4丁目23番21号　1階
皮膚科、泌尿器科

いしはら歯科医院
☎3954-7748
下落合4丁目26番2号　インプレスト目白ヒルズ101
歯科、小児歯科、歯科口腔外科

白銀町（しろがねちょう）
黒坂医院
☎3260-3590
白銀町25番地
循環器内科、内科

新小川町（しんおがわまち）

新宿（しんじゅく）

温知堂　矢数医院
☎3260-1473
新小川町3番4号
漢方内科

入交歯科医院
☎3260-1001
新小川町6番40号
歯科、矯正歯科、小児歯科、歯科口腔外科
医療法人社団 喜生会新小川町クリニック
☎3235-5265
新小川町6番40号　入交ビル3階
内科、外科、皮膚科、呼吸器科、消化器科

青木歯科医院
☎3260-8646
新小川町9番3号
歯科、矯正歯科、小児歯科

野村歯科医院
☎3352-8090
新宿1丁目3番8号　YKB新宿御苑103
歯科
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● 救急医療機関や休日歯科当番医等のご案内 休日急患テレフォン案内
※詳しくはP66へ

https://www.himawari.metro.tokyo.jp/qq13/qqport/tomintop/

● 24時間医療機関案内 東京都医療機関案内サービス 「ひまわり」
問い合わせの時間に診療しているお近くの医療機関をご案内します。

【案内時間】 日・祝・年末年始（12/29～1/3） 9：00～22：00 土曜日 17：00～22：00
☎3208-2223

☎ 5272-0303
FAX5285-8080

● 救急車を「呼ぶ？」「呼ばない？」救急相談センターを利用しましょう
へ電話してください（携帯電話、PHS、プッシュ回線） ダイヤル回線は☎3212-2323♯7119お近くの

医療機関を
ご案内します

救急の
医療機関は？ 病院に行くべき？

救急車を呼ぶべき？

し
の
地
区

西條クリニック
☎3353-1650
新宿1丁目3番12号　壱丁目参番館11階
精神科、心療内科、神経精神科

井村歯科医院
☎3341-0378
新宿1丁目7番10号　グランドメゾン新宿御苑1階
歯科
医療法人社団幸楽会 幸楽メディカルクリニック
☎3355-0282
新宿1丁目8番11号
内科

くぼ歯科医院
☎3350-1188
新宿1丁目9番1号　第2タケビル2階
歯科、矯正歯科、小児歯科、歯科口腔外科

すみ歯科
☎5368-5484
新宿1丁目9番1号　ネオックス新宿ビル102
歯科、矯正歯科、小児歯科、歯科口腔外科

北川歯科クリニック
☎3226-1881
新宿1丁目13番1号　大橋御苑駅ビル別館2階
歯科、矯正歯科、小児歯科、歯科口腔外科

松山矯正歯科新宿御苑クリニック
☎6380-6806
新宿1丁目14番10号　松山ビル3階
矯正歯科
医療法人社団正路会
すみれ歯科　新宿御苑前クリニック
☎3351-1686
新宿1丁目29番2号　フルール御苑2階
歯科、矯正歯科、歯科口腔外科、小児歯科

新宿漢方クリニック
☎6273-2209
新宿1丁目29番8号　公衛ビル3階
内科、心療内科、漢方内科、老年内科

花園医院
☎3351-6957
新宿1丁目30番6号　1、2、3階
内科、皮膚科、小児科、婦人科

新宿ちどり歯科
☎3354-5499
新宿1丁目31番16号　ヤノビル3階
歯科、矯正歯科、小児歯科、歯科口腔外科
医療法人社団TLC医療会
ブレインケアクリニック
☎4405-1899
新宿2丁目1番2号　白鳥ビル2階
心療内科、精神科

医療法人社団 順正会ヒロオカクリニック
☎0570-002-666
新宿2丁目5番12号　FORECAST新宿AVENUE3階
内科、循環器内科、消化器内科、アレルギー科、皮
膚科、整形外科、外科、小児科

磯山歯科
☎3354-6420
新宿2丁目6番5号　　山本ビル2階
歯科

新宿サンクリニック
☎5357-7039
新宿2丁目11番2号　カーサヴェルデ301号
内科、皮膚科、心療内科

医療法人社団健真美
しらゆりビューティークリニック
☎5361-6851
新宿2丁目11番14号　健真美ビル2階から9階
美容外科、美容皮膚科、整形外科、形成外科、歯科
口腔外科、麻酔科

アコード歯科
☎3350-4184
新宿2丁目12番4号　アコードビル104
歯科、矯正歯科、口腔外科歯科
医療法人社団三幸音和会 親和クリニック新宿
☎6273-2015
新宿2丁目12番4号　アコード新宿5階502号
外科、形成外科

新宿おしりのクリニック
☎6384-1232
新宿2丁目12番4号　アコード新宿8階
肛門外科、性感染症外科
医療法人社団 新宿御苑しょうクリニック
☎3358-1195
新宿2丁目15番26号　第三玉屋ビル1階
内科、アレルギー科、皮膚科

アルスデンタルクリニック
☎5366-1134
新宿2丁目16番9号　竹屋ビル3階
歯科、矯正歯科

HAIR＆SKIN CLINIC SHINJUKU
☎6384-1393
新宿3丁目1番22号　ADビル6階
美容外科、形成外科、美容皮膚科

スバル歯科クリニック
☎5925-8640
新宿3丁目2番2号　新宿紺野ビル2階
歯科、小児歯科、口腔外科歯科

ドクター松井クリニック
☎5312-6677
新宿3丁目2番4号　M＆Eスクエア7階
美容皮膚科、美容外科
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● 救急医療機関や休日歯科当番医等のご案内 休日急患テレフォン案内
※詳しくはP66へ

https://www.himawari.metro.tokyo.jp/qq13/qqport/tomintop/

● 24時間医療機関案内 東京都医療機関案内サービス 「ひまわり」
問い合わせの時間に診療しているお近くの医療機関をご案内します。

【案内時間】 日・祝・年末年始（12/29～1/3） 9：00～22：00 土曜日 17：00～22：00
☎3208-2223

☎ 5272-0303
FAX5285-8080

● 救急車を「呼ぶ？」「呼ばない？」救急相談センターを利用しましょう
へ電話してください（携帯電話、PHS、プッシュ回線） ダイヤル回線は☎3212-2323♯7119お近くの

医療機関を
ご案内します

救急の
医療機関は？ 病院に行くべき？

救急車を呼ぶべき？

し
の
地
区

中西歯科医院
☎3350-5938
新宿3丁目4番1号　東新宿ビル5階
歯科

Seeds Clinic　新宿三丁目
☎5315-0507
新宿3丁目5番6号　キュープラザ新宿三丁目3階
放射線科

ファイヤークリニック新宿院
☎5315-0785
新宿3丁目9番5号　ゴールドビル8階
美容皮膚科、皮膚科、内科、精神科
医療法人社団 豊季会山本クリニック
☎5315-4391
新宿3丁目11番6号　エクレ新宿801号室
美容皮膚科、形成外科、美容外科

新宿三丁目北歯科
☎3351-6685
新宿3丁目13番5号　クリハシビル8階
歯科、矯正歯科、歯科口腔外科

安藤整形外科
☎3350-6956
新宿3丁目13番5号　クリハシビル3階
整形外科、リハビリテーション科

島村歯科
☎3225-2433
新宿3丁目14番1号　伊勢丹6階
歯科
医療法人社団ウィミンズ・ウェルネス
女性ライフクリニック新宿
☎6273-1220
新宿3丁目14番1号　伊勢丹新宿店地下2階
内科、婦人科
医療法人社団白正会
ティースアートデンタルクリニック
☎3352-4618
新宿3丁目15番16号　パークシティイセタン4　6階
歯科
医療法人社団日本整美会 整美会矯正歯科クリニック
☎3352-3357
新宿3丁目17番2号　アカネビル4階
矯正歯科
医療法人社団創輝会 眼瞼下垂クリニック
☎5357-7697
新宿3丁目17番2号　アカネビル8階
美容皮膚科、美容外科、美容内科、婦人科、内科、形成外科

新宿東口クリニック
☎5366-3389
新宿3丁目17番5号　T＆TⅢビル6階
内科、皮膚科、アレルギー科、性感染症内科
医療法人社団和廣会 むさしの歯科
☎3356-4555
新宿3丁目17番7号　紀伊国屋ビル9階
歯科、歯科口腔外科

医療法人社団実正会
ビューティースキンクリニック
☎6300-0700
新宿3丁目17番10号　HULIC＆New　SHINJUKU　5階
皮膚科、美容皮膚科

新宿Sクリニック
☎5367-5637
新宿3丁目17番20号　BC新宿3丁目PROPERTY
ビル4階
美容皮膚科

ハリウッドスマイルフロア矯正歯科
☎3355-0055
新宿3丁目23番1号　都里一ビル　ハリウッドスマイルフロア4階
矯正歯科、歯科、小児歯科、歯科口腔外科

新宿3丁目歯科医院
☎3356-8241
新宿3丁目23番14号　謝ビル6階
歯科
医療法人 ネオポリス診療所新宿皮フ科
☎3354-4112
新宿3丁目24番1号　NEWNO・GS新宿10階
皮膚科、美容外科、美容皮膚科
医療法人社団 銀美会
銀座美容外科クリニック　新宿院
☎6682-4402
新宿3丁目25番1号　ヒューリック新宿ビル8階
形成外科、美容外科、美容皮膚科
医療法人社団 東京みどり会 新宿東口眼科医院
☎5363-0507
新宿3丁目25番1号　ヒューリック新宿ビル9階
眼科

新宿ホワイトクリニック
☎6380-0977
新宿3丁目25番10号　當山ビル7階
歯科
医療法人社団 医精会 マイシティクリニック
☎3354-3411
新宿3丁目25番10号　當山ビル6階
内科、外科、泌尿器科、性感染症内科、性感染症外科

新宿マルイ眼科クリニック
☎6274-8050
新宿3丁目30番13号　新宿マルイ本館5階
眼科

新宿駅三丁目クリニック
☎5366-6490
新宿3丁目31番5号　新宿ペガサス館8階
内科、皮膚科、美容皮膚科
医療法人社団京和会 KU歯科クリニック　新宿
☎6457-7003
新宿3丁目32番5号　日原ビル4階
歯科、矯正歯科、小児歯科、歯科口腔外科
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● 救急医療機関や休日歯科当番医等のご案内 休日急患テレフォン案内
※詳しくはP66へ

https://www.himawari.metro.tokyo.jp/qq13/qqport/tomintop/

● 24時間医療機関案内 東京都医療機関案内サービス 「ひまわり」
問い合わせの時間に診療しているお近くの医療機関をご案内します。

【案内時間】 日・祝・年末年始（12/29～1/3） 9：00～22：00 土曜日 17：00～22：00
☎3208-2223

☎ 5272-0303
FAX5285-8080

● 救急車を「呼ぶ？」「呼ばない？」救急相談センターを利用しましょう
へ電話してください（携帯電話、PHS、プッシュ回線） ダイヤル回線は☎3212-2323♯7119お近くの

医療機関を
ご案内します

救急の
医療機関は？ 病院に行くべき？

救急車を呼ぶべき？

し
の
地
区

いわさき眼科
☎5367-5455
新宿3丁目32番5号　日原ビル3階
眼科
医療法人社団恒正会 そねクリニック新宿
☎3356-3888
新宿3丁目32番8号　3階
内科、循環器内科、循環器外科、整形外科、心療内
科、婦人科、皮膚科、消化器内科、神経内科、消化器
外科、眼科、糖尿病内科、アレルギー科、小児科

新宿駅前デンタルクリニック
☎6258-0922
新宿3丁目36番6号　大安ビル8階
歯科、矯正歯科、小児歯科、歯科口腔外科

ミラザ新宿つるかめクリニック
☎6300-0063
新宿3丁目36番10号　ミラザ新宿7階
内科、消化器内科（胃腸内科）、糖尿病・代謝内科、
皮膚科、漢方内科、婦人科、乳腺外科

新宿なかまる眼科
☎5925-8572
新宿3丁目36番10号　ミラザ新宿6階
眼科

新宿金沢内科クリニック
☎6274-8633
新宿3丁目37番11号　安与ビル3階
内科、糖尿病内科
医療法人社団涼美会 新宿新南口れいわクリニック
☎6384-2445
新宿4丁目1番4号　新宿南口ビル9階
皮膚科、泌尿器科、形成外科、内科、美容皮膚科
医療法人社団鉄医会 ナビタスクリニック新宿
☎5361-8383
新宿4丁目1番6号　JR新宿ミライナタワー7階
内科、皮膚科、小児科

帝京大学医学部附属新宿クリニック
☎6274-8871
新宿4丁目1番6号　JR新宿ミライナタワー7階
代謝内科、消化器内科、呼吸器内科、腫瘍内科、乳
腺外科、婦人科、脳神経外科
医療法人社団ライフスタイル ともながクリニック
☎3351-0032
新宿4丁目2番23号　新四curumuビル9（902）階
内科、循環器内科、糖尿病・代謝内科、眼科

新宿三丁目えきちかクリニック
☎6273-0189
新宿4丁目2番23号　新四curumuビル地下2階
内科、皮膚科

常盤矯正歯科医院
☎5363-1182
新宿4丁目3番22号　安藤ビル5階
歯科、矯正歯科、小児歯科、歯科口腔外科

久保田歯科医院
☎3225-6480
新宿5丁目1番1号　ローヤルマンション新宿301号
歯科

K clinic
☎3226-4024
新宿5丁目6番2号　神谷ビル4階　402
美容皮膚科、内科、眼科、小児眼科

愛生歯科医院
☎5366-3634
新宿5丁目10番9号　ICビル1階
歯科、小児歯科
医療法人社団藤和東光会 藤村内科外科クリニック
☎3351-0575
新宿5丁目10番12号　豊衆ビル1階、2階
内科、糖尿病内科、外科、胃腸科、循環器科、放射線
科、リハビリテーション科、整形外科
医療法人社団 敬昭会 芙蓉診療所
☎3350-6731
新宿5丁目14番5号　畠中ビル1・2・3階
内科、呼吸器内科、循環器内科、消化器内科

松田歯科医院
☎3200-1610
新宿5丁目17番6号　三光町ハイム2階
歯科、歯科口腔外科、小児歯科、矯正歯科

青木歯科医院
☎3200-8212
新宿5丁目18番16号
歯科

沢田クリニック
☎3355-6227
新宿6丁目23番7号　新宿Sビル1階
消化器内科、循環器内科、皮膚科

新宿イーストサイドたけうち内科
☎6205-5315
新宿6丁目27番30号　新宿イーストサイドスクエア地下1階
内科、消化器内科、循環器内科、呼吸器内科、神経
内科、外科、糖尿病内科、アレルギー疾患内科

東新宿こころのクリニック
☎5155-5556
新宿6丁目28番12号　DS新宿ビル2階
精神科、心療内科
医療法人社団伸永会 東新宿歯科予防ケアクリニック
☎6273-9285
新宿6丁目29番9号　リバーレ東新宿1階
歯科、矯正歯科、小児歯科、歯科口腔外科

サンライズ歯科医院
☎3203-0777
新宿6丁目29番10号　野口ビル5階
歯科、矯正歯科
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● 救急医療機関や休日歯科当番医等のご案内 休日急患テレフォン案内
※詳しくはP66へ

https://www.himawari.metro.tokyo.jp/qq13/qqport/tomintop/

● 24時間医療機関案内 東京都医療機関案内サービス 「ひまわり」
問い合わせの時間に診療しているお近くの医療機関をご案内します。

【案内時間】 日・祝・年末年始（12/29～1/3） 9：00～22：00 土曜日 17：00～22：00
☎3208-2223

☎ 5272-0303
FAX5285-8080

● 救急車を「呼ぶ？」「呼ばない？」救急相談センターを利用しましょう
へ電話してください（携帯電話、PHS、プッシュ回線） ダイヤル回線は☎3212-2323♯7119お近くの

医療機関を
ご案内します

救急の
医療機関は？ 病院に行くべき？

救急車を呼ぶべき？

し
す
の
地
区

水道町（すいどうちょう）す
医療法人社団恒高会
エーアンドケー江戸川橋デンタルクリニック
☎5227-1568
水道町3丁目1番
歯科、矯正歯科、小児歯科、歯科口腔外科

いやま眼科
☎5946-8188
水道町4番13号　三晃ビル3階
眼科

さくらクリニック江戸川橋
☎6265-3662
水道町4番13号　三晃ビル3階
小児科、精神科、心療内科

北里整形外科クリニック
☎3235-2222
水道町4番13号　3階
整形外科、リハビリテーション科

住吉町（すみよしちょう）

須賀町（すがちょう）
須田医院
☎5366-0760
須賀町1番地
内科、小児科

青柳耳鼻咽喉科
☎3355-3387
須賀町1番地6　サンコート四谷
耳鼻いんこう科

医療法人社団SK医新会 曙橋レディースクリニック
☎5919-8828
住吉町1番12号　新宿曙橋ビル2階
内科、産婦人科

岩本矯正歯科
☎6457-8814
住吉町1番15号　四谷TTビル5階
矯正歯科

やおいた整形外科
☎3350-8386
住吉町2番14号　四谷曙橋ビル4階
整形外科、リハビリテーション科、外科
医療法人社団弘宣会 鈴木歯科医院
☎3356-8800
住吉町4番1号　四谷ガーデニア1階
歯科、矯正歯科、小児歯科

曙橋歯科
☎3357-4575
住吉町4番6号　ニュー岡本ビル3階
歯科、矯正歯科、小児歯科、歯科口腔外科

吉村クリニック
☎3226-4255
住吉町4番6号　ニュー岡本ビル5階
精神科、心療内科

デンタルオフィス新宿
☎3341-4621
住吉町5番1号　吉村ビル1階
歯科、矯正歯科、小児歯科、歯科口腔外科
医療法人社団 千秋双葉会
新宿曙橋耳鼻咽喉科・アレルギー科
☎3341-3387
住吉町5番5号　寿光ビル2階
耳鼻いんこう科、アレルギー科
医療法人社団剛英会 清水歯科クリニック
☎3355-0693
住吉町6番6号　日本メータービル2階
歯科、小児歯科、歯科口腔外科

石井外科
☎3351-9338
住吉町8番2号
外科、内科、整形外科、皮膚科、泌尿器科、肛門外科

あけぼのばし眼科
☎5369-0850
住吉町11番23号　秋庭ビル2階
眼科

かず歯科
☎6380-3763
新宿7丁目1番4号　抜弁天CKビル3階4階
歯科口腔外科、歯科

リサ歯科医院
☎3203-3952
新宿7丁目2番4号
歯科、矯正歯科、小児歯科、歯科口腔外科
医療法人社団 イシカワ歯科医院
☎3207-1048
新宿7丁目26番35号　水谷ビル2階
歯科、小児歯科
医療法人社団真峰会 竹の子歯科
☎5291-8020
新宿7丁目26番48号　チャームスイート新宿戸山1階
歯科、矯正歯科、小児歯科、歯科口腔外科
医療法人社団 伸永会 東新宿歯科
☎6273-8517
新宿7丁目27番9号　リブレ東新宿1階
歯科、矯正歯科、小児歯科、歯科口腔外科

みずえクリニック
☎6233-7967
新宿7丁目27番12号　コンフォリア東新宿ステーションフロント2階
耳鼻いんこう科、内科、小児科
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● 救急医療機関や休日歯科当番医等のご案内 休日急患テレフォン案内
※詳しくはP66へ

https://www.himawari.metro.tokyo.jp/qq13/qqport/tomintop/

● 24時間医療機関案内 東京都医療機関案内サービス 「ひまわり」
問い合わせの時間に診療しているお近くの医療機関をご案内します。

【案内時間】 日・祝・年末年始（12/29～1/3） 9：00～22：00 土曜日 17：00～22：00
☎3208-2223

☎ 5272-0303
FAX5285-8080

● 救急車を「呼ぶ？」「呼ばない？」救急相談センターを利用しましょう
へ電話してください（携帯電話、PHS、プッシュ回線） ダイヤル回線は☎3212-2323♯7119お近くの

医療機関を
ご案内します

救急の
医療機関は？ 病院に行くべき？

救急車を呼ぶべき？

た
の
地
区

大京町（だいきょうちょう）た
平山胃腸クリニック
☎3359-5311
大京町22番地2　大京町PJビル1階
内科、胃腸内科
医療法人社団仁圭会 林外科病院
☎3357-3161
大京町27番地
内科、呼吸器内科、神経内科、外科、心臓血管外科（循環器
外科）、乳腺外科、消化器外科（胃腸外科）、泌尿器科、肛門
外科、整形外科、リハビリテーション科、内視鏡外科
医療法人社団 大耕会 エンパイア歯科
☎3356-2910
大京町28番地1　プラウド新宿御苑エンパイア101号室
歯科

きくたけ歯科クリニック
☎3209-4188
高田馬場1丁目26番5号　F・Iビル4階B号室
歯科、小児歯科

晶眼科クリニック
☎5272-1124
高田馬場1丁目26番5号　FIビル4階
眼科

高田馬場駅前おだぎ内視鏡・消化器内科
☎3209-7149
高田馬場1丁目27番3号　ニュー竹宝ビル2階
内科、内視鏡内科、消化器内科

林歯科医院
☎3208-8806
高田馬場1丁目28番3号　工新ビル603号
歯科

まきレディスクリニック
☎6457-6123
高田馬場1丁目28番18号　和光ビル2階
産婦人科、性感染症内科、女性内科

高田馬場　新田歯科医院
☎3232-0418
高田馬場1丁目29番4号　レイカビル3階
歯科、歯科口腔外科
医療法人社団コスモス会 紫藤クリニック
☎3232-1622
高田馬場1丁目29番21号　みかどビル2階
内科、精神科、神経科

高田馬場耳鼻咽喉科
☎5291-8841
高田馬場1丁目32番14号　UKビル3階
耳鼻いんこう科、アレルギー科

ウェルネス歯科　高田馬場
☎3232-1182
高田馬場1丁目33番6号
歯科、矯正歯科、小児歯科、歯科口腔外科
医療法人社団腎研記念会 腎研クリニック
☎3209-5211
高田馬場1丁目33番13号　千年ビル2階
内科、消化器内科、循環器内科、腎臓内科、人工透析内科

田中クリニック
☎5155-3666
高田馬場1丁目34番2号　縄田ビル2階
精神科、心療内科
医療法人財団綜友会 高戸橋クリニック
☎3200-3060
高田馬場2丁目5番24号　メゾンドール高田馬場1階
内科、婦人科、小児科

花田歯科医院
☎3203-1887
高田馬場2丁目8番4号　AUビル3階
歯科

なでしこ女性診療所
☎6233-8228
高田馬場1丁目1番1号　メトロシティ西早稲田2階
婦人科、皮膚科、女性皮膚科

西早稲田眼科
☎6380-2466
高田馬場1丁目1番1号　メトロシティ西早稲田2階
眼科、小児眼科

助川クリニック
☎3209-3333
高田馬場1丁目5番10号
内科、小児科、整形外科、リハビリテーション科、皮膚科

舘崎歯科医院
☎3209-2847
高田馬場1丁目5番11号
歯科

虹色クリニック
☎6457-3078
高田馬場1丁目20番1号　HOUSE虹色2階
内科、皮膚科

いなげ眼科
☎6380-2668
高田馬場1丁目21番10号　豊電ビル3階
眼科、小児眼科
医療法人社団MK みきこどもクリニック
☎3200-1810
高田馬場1丁目24番14号　加藤ビル3階
アレルギー科、小児科
医療法人社団慈眼真成会 加藤眼科医院
☎3200-9307
高田馬場1丁目24番14号　加藤ビル102号、202号
眼科

高田馬場皮膚科・形成外科
☎3232-0055
高田馬場1丁目25番32号　108ビル5階
皮膚科、形成外科

高田馬場（たかだのばば）
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● 救急医療機関や休日歯科当番医等のご案内 休日急患テレフォン案内
※詳しくはP66へ

https://www.himawari.metro.tokyo.jp/qq13/qqport/tomintop/

● 24時間医療機関案内 東京都医療機関案内サービス 「ひまわり」
問い合わせの時間に診療しているお近くの医療機関をご案内します。

【案内時間】 日・祝・年末年始（12/29～1/3） 9：00～22：00 土曜日 17：00～22：00
☎3208-2223

☎ 5272-0303
FAX5285-8080

● 救急車を「呼ぶ？」「呼ばない？」救急相談センターを利用しましょう
へ電話してください（携帯電話、PHS、プッシュ回線） ダイヤル回線は☎3212-2323♯7119お近くの

医療機関を
ご案内します

救急の
医療機関は？ 病院に行くべき？

救急車を呼ぶべき？

あ
の
地
区

た
の
地
区

医療法人社団白水会 須田クリニック
☎3207-8161
高田馬場2丁目8番14号
内科、外科、腎臓内科、人工透析内科

わたなべ歯科
☎3208-8134
高田馬場2丁目14番8号　竹内ビル3階
歯科、小児歯科

高田馬場こころのクリニック
☎3207-0556
高田馬場2丁目14番8号　竹内ビル5階
心療内科、精神科

さちクリニック
☎3208-5848
高田馬場2丁目14番9号　明芳ビル501
心療内科、精神科、神経科

竹下医院
☎3200-1281
高田馬場2丁目14番22号
産婦人科、内科、小児科
医療法人社団幸訪会 高田馬場クリニック皮膚科
☎5155-8033
高田馬場2丁目14番27号　村山ビル3階
皮膚科、アレルギー科、美容皮膚科
医療法人社団弘堂会 高田馬場駅前デンタルクリニック
☎6380-2467
高田馬場2丁目16番2号　土屋ビル1階
歯科、矯正歯科、小児歯科、歯科口腔外科

オボクリニック
☎3200-1510
高田馬場2丁目16番6号　宇田川ビル5階
内科、アレルギー科、精神科、心療内科
医療法人社団白水会 須田内科クリニック
☎3207-3026
高田馬場2丁目16番6号　宇田川ビル8・9階
内科、腎臓内科、人工透析内科

お肌のクリニック高田馬場　形成外科・皮フ科
☎3202-7050
高田馬場2丁目18番4号　鮨源ビル5階・6階
皮膚科、形成外科、美容皮膚科、美容外科、内科

高田馬場アイクリニック
☎6457-6661
高田馬場2丁目18番11号　稲門ビルディング2階
眼科
医療法人社団栄光会 冨岡歯科医院
☎3360-6480
高田馬場3丁目2番5号　ANビル5階
歯科

山手皮フ科クリニック
☎5332-7680
高田馬場3丁目2番5号　フレンドビル3階
皮膚科、美容皮膚科、アレルギー科

耳鼻咽喉科　ヒロ医院
☎3369-3033
高田馬場3丁目2番5号　ANビル7階
耳鼻いんこう科
医療法人社団仁美会 さとう矯正歯科
☎5386-1180
高田馬場3丁目3番1号　ユニオン駅前ビル4階A
歯科、矯正歯科
医療法人社団 笠原メンタルクリニック
☎5330-5770
高田馬場3丁目3番1号　ユニオン駅前ビル7階7A号室
心療内科、神経内科、精神科

丸尾眼科
☎3361-0015
高田馬場3丁目3番1号　ユニオン駅前ビル3階
眼科

桜の芽クリニック
☎6908-7740
高田馬場3丁目3番3号　NIAビル4階
生殖医療婦人科、不妊治療婦人科
医療法人社団恒航会 細谷歯科
☎5337-6758
高田馬場3丁目3番9号　山下ビル3階
歯科、矯正歯科
医療法人社団正修会 細谷医院
☎3371-8755
高田馬場3丁目27番2号
内科、小児科

穴沢歯科医院
☎3362-8282
高田馬場3丁目36番5号
歯科、矯正歯科、小児歯科

さいとう眼科医院
☎3368-6864
高田馬場4丁目2番29号
眼科
医療法人社団翠会 慈友クリニック
☎3360-0031
高田馬場4丁目3番11号
内科、精神科、心療内科

デンタルケアステーション　高田馬場歯科
☎3368-8888
高田馬場4丁目3番12号　アルク高田馬場2階
歯科、矯正歯科、小児歯科、歯科口腔外科

牛込外科胃腸科
☎3361-0301
高田馬場4丁目10番12号
内科、胃腸科、外科、整形外科、皮膚科、肛門科、放
射線科、病理診断科

牛山医院
☎5386-3167
高田馬場4丁目11番5号
内科、小児科、アレルギー科
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● 救急医療機関や休日歯科当番医等のご案内 休日急患テレフォン案内
※詳しくはP66へ

https://www.himawari.metro.tokyo.jp/qq13/qqport/tomintop/

● 24時間医療機関案内 東京都医療機関案内サービス 「ひまわり」
問い合わせの時間に診療しているお近くの医療機関をご案内します。

【案内時間】 日・祝・年末年始（12/29～1/3） 9：00～22：00 土曜日 17：00～22：00
☎3208-2223

☎ 5272-0303
FAX5285-8080

● 救急車を「呼ぶ？」「呼ばない？」救急相談センターを利用しましょう
へ電話してください（携帯電話、PHS、プッシュ回線） ダイヤル回線は☎3212-2323♯7119お近くの

医療機関を
ご案内します

救急の
医療機関は？ 病院に行くべき？

救急車を呼ぶべき？

た
つ
て
と
な
の
地
区

高田馬場さくらクリニック
☎5937-3717
高田馬場4丁目11番8号　河上ビル3階
内科、整形外科
医療法人社団昇歯会 すどう歯科
☎3362-0868
高田馬場4丁目11番9号　三協ビル3階
歯科、小児歯科

浜田歯科医院
☎3368-2753
高田馬場4丁目12番3号
歯科、矯正歯科、小児歯科、歯科口腔外科

柴田歯科医院
☎3361-2447
高田馬場4丁目28番17号
歯科、矯正歯科、小児歯科、歯科口腔外科

戸塚町（とつかまち）と
早稲田矯正歯科
☎6233-7747
戸塚町1丁目101番地1　1階
矯正歯科

津久戸町（つくどちょう）つ
独立行政法人地域医療機能推進機構
東京新宿メディカルセンター
☎3269-8111
津久戸町5番1号
内科、呼吸器内科、循環器内科、腎臓内科、糖尿病内分泌
内科、血液内科、皮膚科、リウマチ科、小児科、精神科、外
科、泌尿器科、脳神経外科、整形外科、形成外科、眼科、耳
鼻いんこう科、産婦人科、リハビリテーション科、放射
線科、麻酔科、病理診断科、救急科、歯科、歯科口腔外科、
緩和ケア内科、呼吸器外科、消化器外科、乳腺外科、脳神
経内科、消化器内科、放射線診断科、放射線治療科

箪笥町（たんすまち）
予防と歯ならび　子どもと家族の歯医者さん
☎6280-8518
箪笥町37番地1　アーバンライフ神楽坂101
歯科、小児歯科、矯正歯科

筑土八幡町（つくどはちまんちょう）
ひろい歯科・すさみ矯正歯科
☎6457-5211
筑土八幡町1番3号
歯科、矯正歯科、小児歯科、歯科口腔外科

天神町（てんじんちょう）て
くまもとこどもクリニック
☎3268-1117
天神町7番地4　神楽坂メディカルセンタービル2階
小児科、アレルギー科、内科

ゆかウィメンズクリニック神楽坂
☎3235-3210
天神町7番地4　神楽坂メディカルセンター3階
産科、婦人科

久保田歯科医院
☎5229-1784
天神町14番地　神楽坂藤井ビル2階
歯科

富久町（とみひさちょう）
医療法人社団慈紹会 フジモト新宿クリニック
☎3357-2237
富久町13番1号　ローレルコート新宿タワー2階
内科、小児科、神経内科、消化器科、アレルギー科、
整形外科、皮膚科
医療法人社団こどもハート
富久こどもハート・アレルギークリニック
☎5362-1810
富久町17番2号　イトーヨーカドー食品館新宿富久店1階T-108区画
小児科、アレルギー科、小児循環器内科

新宿トミヒサクロス　クリニック
☎3353-2111
富久町17番2号　富久クロス1階
内科、消化器内科、内視鏡内科、肝臓内科

富久クロス眼科
☎3351-1131
富久町17番2号　富久クロス1階
眼科

伊藤医院
☎3341-6035
富久町28番5号
内科、小児科、産婦人科、皮膚科

戸山（とやま）
国立研究開発法人国立国際医療研究センター病院
☎3202-7181
戸山1丁目21番1号
内科、呼吸器内科、消化器内科（胃腸内科）、循環器内科、
腎臓内科、神経内科、糖尿病内科（代謝内科）、血液内科、
皮膚科、アレルギー科、リウマチ科、感染症内科、小児科、
精神科、心療内科、外科、呼吸器外科、心臓血管外科（循環
器外科）、泌尿器科、脳神経外科、整形外科、形成外科、眼
科、耳鼻いんこう科、小児外科、産科、婦人科、リハビリ
テーション科、麻酔科、病理診断科、救急科、歯科、歯科口
腔外科、新生児内科、内視鏡内科、人工透析内科、緩和ケ
ア内科、内分泌代謝内科、ペインクリニック内科、放射線
診断科、放射線治療科、消化器外科、頭頸部外科

鈴木医院
☎3203-9370
戸山3丁目10番6号
内科、神経内科、小児科

内藤町（ないとうまち）な
医療法人社団新拓会 新宿ホームクリニック
☎6273-2109
内藤町1番地110　ガーデンクロス新宿御苑1階
内科、整形外科
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● 救急医療機関や休日歯科当番医等のご案内 休日急患テレフォン案内
※詳しくはP66へ

https://www.himawari.metro.tokyo.jp/qq13/qqport/tomintop/

● 24時間医療機関案内 東京都医療機関案内サービス 「ひまわり」
問い合わせの時間に診療しているお近くの医療機関をご案内します。

【案内時間】 日・祝・年末年始（12/29～1/3） 9：00～22：00 土曜日 17：00～22：00
☎3208-2223

☎ 5272-0303
FAX5285-8080

● 救急車を「呼ぶ？」「呼ばない？」救急相談センターを利用しましょう
へ電話してください（携帯電話、PHS、プッシュ回線） ダイヤル回線は☎3212-2323♯7119お近くの

医療機関を
ご案内します

救急の
医療機関は？ 病院に行くべき？

救急車を呼ぶべき？

な
に
の
地
区

西落合（にしおちあい）に
久木田医院
☎3952-5550
西落合1丁目9番8号
耳鼻いんこう科、小児科

くろさか歯科クリニック西落合
☎3954-6480
西落合1丁目15番12号　レジデンス落合1階
小児歯科、歯科、矯正歯科、歯科口腔外科
医療法人社団曙光会 落合内科クリニック
☎5982-5221
西落合1丁目18番14号　ヴィップ西落合106
内科、皮膚科

伊藤歯科クリニック
☎3952-8217
西落合2丁目7番18号　伊勢田ビル1階
歯科、小児歯科、歯科口腔外科
医療法人社団青弘会 はまやホームケアクリニック
☎3950-0065
西落合2丁目16番4号
内科、消化器内科、外科

MODOON DENTAL（モドゥーン　デンタル）
☎6915-3256
西落合3丁目1番2号　コスモ西落合1階
歯科、小児歯科、矯正歯科、歯科口腔外科

ウエストデンタルクリニック
☎5982-6771
西落合3丁目1番16号　メトロハイツ西落合102号
歯科、矯正歯科、小児歯科、歯科口腔外科

中町（なかちょう）
医療法人社団 大門デンタルケア牛込神楽坂デンタルオフィス
☎6280-8244
中町21番地　レジデンス明石101号室
歯科、小児歯科、矯正歯科、歯科口腔外科
医療法人社団若水会 牛込台さこむら内科
☎3269-1783
中町23番地
内科、小児科、呼吸器科、消化器科、循環器科

中里町（なかざとちょう）
神楽坂泌尿器科クリニック
☎3267-6638
中里町13番地　イーストハウス神楽坂1階
泌尿器科、内科
医療法人社団悠翔会 悠翔会在宅クリニック早稲田
☎6457-5788
中里町29番地3　菱秀神楽坂ビル7階
内科、精神科、皮膚科、歯科、リハビリテーション科、緩和ケア内科

中落合（なかおちあい）
栗原歯科医院
☎3565-2334
中落合1丁目14番4号　安田ビル1階
歯科、小児歯科

南保歯科医院
☎3952-0056
中落合1丁目15番33号
歯科、歯科口腔外科

宇井歯科医院
☎6908-2695
中落合2丁目2番17号　メゾン石山
歯科
社会福祉法人 聖母会 聖母病院
☎3951-1111
中落合2丁目5番1号
内科、皮膚科、小児科、精神科、外科、乳腺外科、泌
尿器科、整形外科、眼科、耳鼻いんこう科、産婦人
科、放射線科、麻酔科、消化器内視鏡内科、病理診
断科

星野こどもクリニック
☎5988-7133
中落合2丁目16番26号
内科、小児科

小西歯科医院
☎3954-8844
中落合2丁目20番6号
歯科

菅谷医院
☎3951-5903
中落合3丁目3番5号
内科、整形外科

植杉歯科医院
☎3950-8015
中落合3丁目23番22号
歯科

うえすぎ歯科クリニック
☎3950-8600
中落合3丁目25番18号　中落合マンション105
歯科、矯正歯科、小児歯科、歯科口腔外科

中井（なかい）
ほそかわ内科クリニック
☎3952-4181
中井2丁目20番7号
内科、呼吸器内科、アレルギー科

御苑アンジェリカクリニック
☎6380-5565
内藤町1番地5　KI御苑内藤町ビル1階
内科、麻酔科、漢方内科、婦人科

平山歯科クリニック
☎3952-8200
中落合3丁目29番12号　第5新栄ビル101号室
歯科、矯正歯科、小児歯科
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問い合わせの時間に診療しているお近くの医療機関をご案内します。
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☎3208-2223

☎ 5272-0303
FAX5285-8080

● 救急車を「呼ぶ？」「呼ばない？」救急相談センターを利用しましょう
へ電話してください（携帯電話、PHS、プッシュ回線） ダイヤル回線は☎3212-2323♯7119お近くの
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西五軒町（にしごけんちょう）
もりのぶ小児科
☎6280-7158
西五軒町8番10号　臼井ビル1階
小児科

西新宿（にししんじゅく）
医療法人社団幸毅会 中澤眼科
☎5989-0906
西新宿1丁目1番5号　ルミネ1・8階
眼科

小森矯正歯科
☎3344-0535
西新宿1丁目3番3号　品川ステーションビル6階
歯科、矯正歯科

ヒロクリニック新宿駅前院
☎6258-1881
西新宿1丁目3番13号　Zenken PlazaⅡ　4階
臨床検査科

やしまメンタルクリニック
☎5339-7460
西新宿1丁目3番13号　I＆Kビル5階
心療内科、精神科、神経科

そはら医院
☎3565-8008
西落合3丁目1番22号　1,2階
内科、小児科、循環器科

西落合歯科
☎5982-6828
西落合3丁目2番13号　101
歯科
医療法人社団誠美会 木村歯科医院
☎3950-5054
西落合3丁目22番1号　STコーポ1,2階
歯科、矯正歯科、小児歯科

哲学堂デンタルクリニック
☎5988-9980
西落合3丁目30番1号　ルーク哲学堂1階
歯科、矯正歯科、小児歯科、歯科口腔外科

西川デンタルクリニック
☎3951-9400
西落合3丁目30番8号　ウメダビル2階
歯科
医療法人社団慈梁会 やない胃腸科クリニック
☎5996-2772
西落合4丁目3番9号　パロ西落合101号
内科、胃腸科、外科、リハビリテーション科、肛門科

板谷歯科医院
☎3952-8560
西落合4丁目16番11号
歯科

あいおい歯科新宿駅西口医院
☎6279-4648
西新宿1丁目4番2号　141ビル　7階
歯科、矯正歯科、小児歯科、歯科口腔外科
医療法人社団櫻海会 桜花クリニック
☎6302-4564
西新宿1丁目4番10号　ACN新宿ウエストビルディング4階
皮膚科、形成外科
医療法人社団愛歯会 愛歯会デンタルオフィス
☎3343-4848
西新宿1丁目5番1号　小田急新宿西口駅前ビル7階
歯科
医療法人社団 東京誠歯会 五十嵐歯科室
☎6302-0123
西新宿1丁目5番11号　新宿三葉ビル9階
歯科口腔外科、小児歯科、矯正歯科、歯科

西新宿さいとう眼科
☎3343-8282
西新宿1丁目5番11号　新宿三葉ビル7階
眼科
医療法人社団エムアイプラン一九九六
西新宿メンタルクリニック
☎3344-2137
西新宿1丁目5番12号　ニューセントラルビル3階
心療内科、精神科、神経科

新宿西口駅前眼科
☎5339-3388
西新宿1丁目7番1号　松岡セントラルビル4階
眼科
一般財団法人明治安田健康開発財団
明治安田新宿健診センター
☎3349-2731（予約）
西新宿1丁目8番3号　小田急明治安田生命ビル10階
内科、婦人科、眼科、耳鼻いんこう科

中川歯科医院
☎3346-8374
西新宿1丁目12番10号　八洋ビル5階西室部分
歯科、矯正歯科、歯科口腔外科、小児歯科

新宿耳鼻科
☎3349-1187
西新宿1丁目12番10号　八洋ビル4階
耳鼻いんこう科、アレルギー科、内科

たまきクリニック
☎3348-5888
西新宿1丁目12番12号　河西ビル2階
内科、心療内科、精神科

S men's clinic
☎6258-0733
西新宿1丁目13番1号　今佐ビル4階
美容外科、美容皮膚科、形成外科、皮膚科
医療法人スワン会 新宿スワン歯科・矯正歯科
☎5325-6070
西新宿1丁目13番8号　朝日新宿ビル3階
歯科、矯正歯科、歯科口腔外科
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● 24時間医療機関案内 東京都医療機関案内サービス 「ひまわり」
問い合わせの時間に診療しているお近くの医療機関をご案内します。

【案内時間】 日・祝・年末年始（12/29～1/3） 9：00～22：00 土曜日 17：00～22：00
☎3208-2223

☎ 5272-0303
FAX5285-8080

● 救急車を「呼ぶ？」「呼ばない？」救急相談センターを利用しましょう
へ電話してください（携帯電話、PHS、プッシュ回線） ダイヤル回線は☎3212-2323♯7119お近くの

医療機関を
ご案内します

救急の
医療機関は？ 病院に行くべき？

救急車を呼ぶべき？

に
の
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医療法人社団西美会 もとび美容外科クリニック
☎6279-0077
西新宿1丁目13番8号　朝日新宿ビル10階
美容外科、美容皮膚科、形成外科

新宿駅前メンタルクリニック
☎6258-1505
西新宿1丁目18番5号　中沖ビル8階
精神科、心療内科

新宿南クリニック
☎5321-6777
西新宿1丁目18番6号　新宿須田ビル4階
内科、精神科、心療内科
医療法人社団新光会 新宿南口皮膚科
☎3343-4103
西新宿1丁目18番7号　博愛堂ビル2階、3階
皮膚科

新宿南口まめクリニック
西新宿1丁目18番7号　博愛堂ビル10階
内科

新宿中央クリニック
☎5326-8180
西新宿1丁目19番5号　新宿幸容ビル6階
美容外科、形成外科、皮膚科
医療法人社団杉一会 杉山産婦人科　新宿
☎5381-3000
西新宿1丁目19番6号　山手新宿ビル1階から4階
産科、婦人科

ABCクリニック美容外科　新宿渡辺院
☎5909-0730
西新宿1丁目22番1号　スタンダードビル9階
美容外科、泌尿器科

新宿ゲートウエイクリニック
☎6279-0357
西新宿1丁目22番1号　スタンダードビル6階
精神科、心療内科
医療法人社団三幸会 新宿フェミークリニック
☎5320-8588
西新宿1丁目22番15号　グラフィオ西新宿5階
美容皮膚科、美容外科

タカベ・デンタル・クリニック
☎3345-8241
西新宿1丁目23番1号　TK新都心ビル5階
歯科、矯正歯科、小児歯科、歯科口腔外科
医療法人社団上桜会 ゆうスキンクリニック新宿院
☎3345-2777
西新宿1丁目23番1号　TK新都心ビル3階
皮膚科、美容皮膚科
医療法人社団明悠会 サンデンタルクリニック
☎3348-5785
西新宿1丁目24番1号　エステック情報ビル3階
歯科、矯正歯科、小児歯科、歯科口腔外科

公益財団法人三越厚生事業団 三越診療所
☎3348-5791
西新宿1丁目24番1号　エステック情報ビル5階
内科、循環器内科、消化器内科、糖尿病内科、代謝
内科、脂質代謝内科、神経内科、老年内科、肝臓内
科、外科、呼吸器内科
医療法人社団恵洋会 えばた歯科
☎3344-0777
西新宿1丁目25番1号　新宿センタービル5階
歯科、矯正歯科、小児歯科、歯科口腔外科
医療法人社団康生会 新宿新都心クリニック
☎3344-4951
西新宿1丁目25番1号　新宿センタービル4階
形成外科、皮膚科
医療法人社団卓秀会 新宿センタービルクリニック
☎3346-1151
西新宿1丁目25番1号　新宿センタービル5階
内科、消化器内科、外科、内視鏡内科
医療法人社団慈愛会 河津歯科医院
☎3346-2258
西新宿1丁目26番2号　新宿野村ビル5階
歯科、矯正歯科、歯科口腔外科
医療法人雄久会 新宿野村ビル歯科クリニック
☎3345-0505
西新宿1丁目26番2号　新宿野村ビル5階
歯科、矯正歯科、小児歯科
医療法人財団綜友会
新宿野村ビルメディカルクリニック
☎6233-8921
西新宿1丁目26番2号　新宿野村ビル5階
内科、消化器内科、循環器内科、糖尿病内科、婦人
科、腎臓内科、乳腺外科、呼吸器内科
医療法人社団翠聖会 新宿西口歯科医院
☎3344-4567
西新宿2丁目1番1号　新宿三井ビルデイング4階401A号室
歯科、矯正歯科、小児歯科、歯科口腔外科
医療法人社団榊原厚生会 新宿三井ビルクリニック
☎3344-3311
西新宿2丁目1番1号　新宿三井ビル4階
内科、循環器内科、消化器内科、呼吸器内科、皮膚科、婦人科
医療法人社団榊原厚生会 新宿三井ビルクリニック分院
☎3344-3300
西新宿2丁目1番1号　新宿三井ビル5階
内科、消化器科、循環器科
医療法人社団新友会 プラザ30階クリニック
☎5323-4330
西新宿2丁目2番1号　京王プラザホテル本館30階
内科、消化器内科、乳腺外科、眼科、婦人科、皮膚科

医療法人社団慶潤会 KDDIビルクリニック
☎6386-0123
西新宿2丁目3番2号　KDDIビル1階
内視鏡内科、内科、呼吸器内科、糖尿病内科（代謝
内科）
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● 24時間医療機関案内 東京都医療機関案内サービス 「ひまわり」
問い合わせの時間に診療しているお近くの医療機関をご案内します。

【案内時間】 日・祝・年末年始（12/29～1/3） 9：00～22：00 土曜日 17：00～22：00
☎3208-2223

☎ 5272-0303
FAX5285-8080

● 救急車を「呼ぶ？」「呼ばない？」救急相談センターを利用しましょう
へ電話してください（携帯電話、PHS、プッシュ回線） ダイヤル回線は☎3212-2323♯7119お近くの
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医療法人社団宏清会 NSビル歯科
☎3344-2008
西新宿2丁目4番1号　新宿NSビル4階
歯科
医療法人社団榊原厚生会 新宿NSビルクリニック
☎3343-3511
西新宿2丁目4番1号　新宿NSビル4階
内科、消化器科、循環器科、外科
公益財団法人
日本心臓血圧研究振興会榊原記念クリニック
☎3344-3313
西新宿2丁目4番1号　新宿NSビル4階
循環器内科、心臓血管外科、循環器小児科
公益財団法人
日本心臓血圧研究振興会　榊原記念クリニック分院
☎3344-3313
西新宿2丁目4番1号　新宿NSビル4階
循環器科（循環器ドック）
医療法人社団歯友会 赤羽歯科（新宿）
☎3344-6488
西新宿2丁目6番1号　新宿住友ビル4階
歯科、矯正歯科、小児歯科、歯科口腔外科

水町保険診療所
☎5909-3350
西新宿2丁目7番1号　小田急第一生命ビル3階
内科、循環器内科、脳神経外科、婦人科、精神科、泌
尿器科、糖尿内分泌内科

東京都職員共済組合シティ・ホール診療所
☎5320-7358
西新宿2丁目8番1号　東京都庁第二本庁舎17階
内科、皮膚科、外科、眼科、耳鼻いんこう科、歯科

ウェル西新宿デンタルクリニック
☎5875-3915
西新宿3丁目1番4号　ウェル新都心ビル1階
歯科、矯正歯科、歯科口腔外科、小児歯科
医療法人社団善仁会 新宿西口ヘルチェッククリニック
☎5339-3306
西新宿3丁目2番4号　新和ビルディング7階・8階
内科、婦人科

三好医院
☎3342-1033
西新宿3丁目4番11号　アピス西新宿三丁目　2階
内科
医療法人社団四瑛会 新宿パークタワー歯科
☎5322-6473
西新宿3丁目7番1号　新宿パークタワーN-11階
歯科、小児歯科、矯正歯科、歯科口腔外科

かおり内科クリニック
☎5321-6677
西新宿3丁目7番1号　新宿パークタワー　B1階
内科、リウマチ科
医療法人社団 松和会 望星西新宿診療所
☎5304-5680
西新宿3丁目12番12号
内科、泌尿器科、透析内科

きくち歯科医院
☎5388-4071
西新宿3丁目14番16号　きくちビル1階
歯科、矯正歯科、小児歯科、歯科口腔外科

モギ歯科医院
☎3320-3359
西新宿3丁目15番8号　西新宿パールビル2階
歯科、小児歯科、歯科口腔外科
医療法人社団AYUMI 新宿内視鏡クリニック
☎6300-0385
西新宿4丁目2番18号　三共西新宿ビル2階
消化器内科（胃腸内科）、内科、内視鏡内科

西新宿5丁目駅前眼科
☎3373-0076
西新宿4丁目2番18号　武居西新宿ビル3階
眼科

西新宿おざわメンタルクリニック
☎5333-7207
西新宿4丁目2番18号　武居西新宿ビル6階
精神科、心療内科、内科

駒ヶ嶺医院
☎3378-3875
西新宿4丁目4番6号
内科

西新宿五丁目くるみ歯科医院
☎6276-0525
西新宿4丁目5番4号　エスタシオン西新宿2階1
歯科、矯正歯科、小児歯科、歯科口腔外科

西新宿五丁目駅前歯科クリニック
☎3320-5336
西新宿4丁目5番8号　稲見ビル1階
歯科、小児歯科、矯正歯科

まこと小児神経クリニック
☎6300-9528
西新宿4丁目7番1号　SIT西新宿ビル1階
内科、小児科

新宿セントラルパーク歯科
☎5302-5050
西新宿4丁目14番3号　ライフコーポ土屋2階
歯科、小児歯科、矯正歯科、歯科口腔外科

田口歯科医院
☎3375-3317
西新宿4丁目31番3号　リヴェール新宿201
歯科、歯科口腔外科、小児歯科
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● 24時間医療機関案内 東京都医療機関案内サービス 「ひまわり」
問い合わせの時間に診療しているお近くの医療機関をご案内します。

【案内時間】 日・祝・年末年始（12/29～1/3） 9：00～22：00 土曜日 17：00～22：00
☎3208-2223

☎ 5272-0303
FAX5285-8080

● 救急車を「呼ぶ？」「呼ばない？」救急相談センターを利用しましょう
へ電話してください（携帯電話、PHS、プッシュ回線） ダイヤル回線は☎3212-2323♯7119お近くの

医療機関を
ご案内します

救急の
医療機関は？ 病院に行くべき？

救急車を呼ぶべき？

に
の
地
区

青木歯科
☎6300-6382
西新宿4丁目41番7号　クレベール西新宿101
歯科、矯正歯科、小児歯科、歯科口腔外科
医療法人社団慶潤会 新都心十二社クリニック
☎3377-3033
西新宿5丁目5番1号　－203号ザ・パークハウス西新宿タワー60
内科、糖尿病内科、循環器内科
医療法人社団顕彬会 伊藤外科内科医院
☎3372-6456
西新宿5丁目8番10号
内科、胃腸科、外科

すずき歯科診療所
☎3373-5050
西新宿5丁目21番5号
歯科
医療法人社団恵奈会
アイランドデンタルクリニックエトー歯科
☎5323-4288
西新宿6丁目5番1号　新宿アイランド2階
歯科、矯正歯科、歯科口腔外科
医療法人社団隆美会 川口歯科診療所
☎3348-0800
西新宿6丁目5番1号　新宿アイランドタワー2階
歯科、小児歯科、歯科口腔外科、矯正歯科
医療法人社団永康会 新宿西口腎クリニック
☎5320-8611
西新宿6丁目5番1号　新宿アイランド中央棟7階　7102-04号室
人工透析内科
医療法人社団新宿レディースクリニック会
新宿レディースクリニック
☎3340-1971
西新宿6丁目5番1号　新宿アイランドタワー32階
産婦人科、麻酔科

湘南美容クリニック新宿本院
☎050-5865-5010
西新宿6丁目5番1号　新宿アイランドタワー24階
美容外科、美容皮膚科、形成外科、呼吸器内科、ア
レルギー科

先進会眼科　東京
☎5990-5212
西新宿6丁目5番1号　新宿アイランドタワー35階
眼科
医療法人社団尚高会 西新宿きさらぎクリニック
☎3344-0529
西新宿6丁目6番2号　新宿国際ビルディング1階
内科、循環器内科、消化器内科（胃腸内科）

西新宿サテライトクリニック
☎6302-0755
西新宿6丁目6番2号　新宿国際ビルディング地下1階ヒルトピア内
皮膚科

都庁前血管外科・循環器内科
☎5325-6556
西新宿6丁目6番3号　新宿国際ビルディング新館601-2
血管外科・循環器内科・漢方内科・糖尿病内科・内
分泌外科

東京医科大学病院
☎3342-6111
西新宿6丁目7番1号
内科、呼吸器内科、循環器内科、消化器内科、腎臓内科、
神経内科、糖尿病内分泌内科、血液内科、皮膚科、リウ
マチ科、小児科、精神科、外科、呼吸器外科、心臓血管外
科、乳腺外科、消化器外科、泌尿器科、脳神経外科、整形
外科、形成外科、眼科、耳鼻いんこう科、小児外科、産
科、婦人科、リハビリテーション科、放射線科、麻酔科、
臨床検査科、救急科、矯正歯科、歯科口腔外科、老年内
科、放射線診断科、放射線治療科、病理診断科

Shinjuku ART Clinic
☎5324-5577
西新宿6丁目8番1号　住友不動産新宿オークタワー　3階
婦人科、産科、泌尿器科

新宿オークタワークリニック
☎5381-0551
西新宿6丁目8番1号　住友不動産新宿オークタワー2階
内科、呼吸器内科、循環器内科、消化器内科（胃腸
内科）、外科

西新宿デンタルクリニック
☎3344-1090
西新宿6丁目12番4号　コイトビル201
歯科
医療法人社団宏彩会 西新宿コンシェリアクリニック
☎5323-8112
西新宿6丁目20番7号　コンシェリア西新宿TOWER’S WEST　2階
心療内科、漢方精神科

西新宿十二社歯科
☎3345-7780
西新宿6丁目20番12号　第2山口ビル1階
歯科、矯正歯科、小児歯科、歯科口腔外科

西新宿小林クリニック
☎5989-0918
西新宿6丁目20番12号　第2山口ビル4階
内科、循環器内科、小児科
医療法人社団AMC
デンタルワン西新宿6
☎5323-4081
西新宿6丁目21番1号　アイタウンプラザ204
歯科、矯正歯科、小児歯科、歯科口腔外科

西新宿こどもハート・アレルギークリニック
☎3340-5810
西新宿6丁目26番12号　I・T・Oビル1階
小児科、アレルギー科、内科、皮膚科、小児循環器内科

いしい内科・外科クリニック
☎5937-3361
西新宿7丁目1番10号　守矢ビル5階
内科、消化器内科（胃腸内科）、外科、内視鏡内科
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● 救急医療機関や休日歯科当番医等のご案内 休日急患テレフォン案内
※詳しくはP66へ

https://www.himawari.metro.tokyo.jp/qq13/qqport/tomintop/

● 24時間医療機関案内 東京都医療機関案内サービス 「ひまわり」
問い合わせの時間に診療しているお近くの医療機関をご案内します。

【案内時間】 日・祝・年末年始（12/29～1/3） 9：00～22：00 土曜日 17：00～22：00
☎3208-2223

☎ 5272-0303
FAX5285-8080

● 救急車を「呼ぶ？」「呼ばない？」救急相談センターを利用しましょう
へ電話してください（携帯電話、PHS、プッシュ回線） ダイヤル回線は☎3212-2323♯7119お近くの

医療機関を
ご案内します

救急の
医療機関は？ 病院に行くべき？

救急車を呼ぶべき？

に
の
地
区

歯科もり
☎3366-0123
西新宿7丁目8番11号　美笠ビル2階
歯科、矯正歯科、小児歯科、歯科口腔外科
医療法人社団玄英会 新宿ウエストクリニック
☎5330-4079
西新宿7丁目9番7号　パークサイドダイカン丸山ビル5階
泌尿器科、皮膚科、形成外科、美容外科、婦人科

平岡矯正歯科
☎5330-1817
西新宿7丁目9番10号　プルミエ西新宿ビル3階
矯正歯科

後藤歯科医院
☎3363-5158
西新宿7丁目9番12号　鈴和ビル3階
歯科

アヤデンタルオフィス
☎3365-1448
西新宿7丁目9番14号　第一江戸金ビル2階
歯科 、矯正歯科

湘南歯科クリニック新宿院
☎0120-548-908
西新宿7丁目10番1号　O-GUARD新宿8階
歯科
医療法人社団東京桜十字 新宿桜十字クリニック
☎6279-1572
西新宿7丁目10番1号　O-GUARD SHINJUKU5階
内科、婦人科

恵愛歯科
☎3369-8184
西新宿7丁目10番6号　西新宿小林ビル3階
歯科、矯正歯科、小児歯科、歯科口腔外科
医療法人社団裕志会
プライベートケアクリニック東京新宿院
☎5337-6611
西新宿7丁目10番7号　加賀谷ビル3階
泌尿器科
医療法人社団飛馬会
新宿ブレストセンター　クサマクリニック
☎5925-3855
西新宿7丁目11番9号　バルビゾン87ビル4階
内科、外科

マーレデンタルクリニック
☎3367-8241
西新宿7丁目16番14号　ミクラ西新宿ビル1階
歯科、歯科口腔外科
医療法人社団千達会 たつきクリニック
☎5348-7074
西新宿7丁目16番14号　ミクラ西新宿ビル2階
内科、皮膚科、産婦人科、性病科

吉井歯科医院
☎3361-5611
西新宿7丁目20番2号　愛美堂ビル2階
歯科

新宿AGAクリニック
☎5992-5417
西新宿7丁目20番2号　愛美堂ビル7階
皮膚科、美容皮膚科
医療法人社団柏裕会 今野整形外科内科
☎3371-5813
西新宿7丁目21番7号　今野ビル1階2階
整形外科、内科、リハビリテーション科

山形歯科医院
☎3366-0851
西新宿8丁目5番3号　渡辺ビル3階
歯科、小児歯科、歯科口腔外科
医療法人社団博桜会 ふるかわレディースクリニック
☎3368-8367
西新宿8丁目5番8号　正和ビル201号室
産婦人科、性感染症婦人科、皮膚科、内科

さとみデンタルオフィス
☎3363-3735
西新宿8丁目14番18号　清水ビル2階
歯科、小児歯科

西早稲田（にしわせだ）
医療法人社団 塩谷歯科医院西早稲田診療所
☎3232-7935
西早稲田1丁目1番7号
歯科、矯正歯科
医療法人社団尾城会 尾城眼科医院
☎3202-3998
西早稲田1丁目2番3号　尾城ビル101号室
眼科

早稲田の杜　歯科室
☎3208-2217
西早稲田1丁目9番7号　早稲田の杜1階
歯科

新日本歯科
☎5273-8841
西早稲田1丁目11番7号
歯科口腔外科、小児歯科、矯正歯科、歯科

西早稲田整形外科
☎3209-6252
西早稲田1丁目18番9号　ARTS WASEDA BLDG.1-4階
整形外科、リハビリテーション科、放射線科、内
科、リウマチ科

西早稲田歯科
☎5286-8200
西早稲田1丁目21番2号　南ウィング2階203
歯科
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● 救急医療機関や休日歯科当番医等のご案内 休日急患テレフォン案内
※詳しくはP66へ

https://www.himawari.metro.tokyo.jp/qq13/qqport/tomintop/

● 24時間医療機関案内 東京都医療機関案内サービス 「ひまわり」
問い合わせの時間に診療しているお近くの医療機関をご案内します。

【案内時間】 日・祝・年末年始（12/29～1/3） 9：00～22：00 土曜日 17：00～22：00
☎3208-2223

☎ 5272-0303
FAX5285-8080

● 救急車を「呼ぶ？」「呼ばない？」救急相談センターを利用しましょう
へ電話してください（携帯電話、PHS、プッシュ回線） ダイヤル回線は☎3212-2323♯7119お近くの

医療機関を
ご案内します

救急の
医療機関は？ 病院に行くべき？

救急車を呼ぶべき？

に
は
ひ
の
地
区

馬場下町（ばばしたまち）は
早稲田クリニック
☎3208-2007
馬場下町10　早稲田レストハイツ2階
内科、循環器内科、消化器内科、胃腸内科、内視鏡内科
医療法人社団育秀会 早稲田駅前デンタルクリニック
☎3232-6482
馬場下町61番地9　山口ビル2階
歯科、矯正歯科、小児歯科、歯科口腔外科
医療法人社団秀飛会 優ビル歯科医院
☎3204-8850
馬場下町62番地　優ビル1、2、3階
歯科、矯正歯科、小児歯科

水口歯科医院
☎5285-4185
馬場下町62番地　三朝庵ビル2階
歯科、矯正歯科、小児歯科

さくまクリニック
☎5292-0345
馬場下町62番地　三朝庵ビル4階
糖尿病内科、心療内科、内科、精神科

わせだ耳鼻咽喉科
☎3208-8733
馬場下町62番地18　早稲田武蔵野ビル2階
耳鼻いんこう科、小児耳鼻いんこう科、アレルギー科

本庄医院
☎3203-3959
西早稲田1丁目21番2号
内科、小児科

磯貝クリニック
☎3232-1776
西早稲田2丁目4番8号　1階
内科、呼吸器科、消化器科、循環器科、放射線科

中野歯科医院
☎3205-7560
西早稲田2丁目5番16号　パシフィック早稲田201
歯科
医療法人社団橘会 市村耳鼻咽喉科医院
☎3203-3735
西早稲田2丁目11番10号
耳鼻いんこう科

エビナ歯科医院
☎3200-4818
西早稲田2丁目11番24号
歯科、小児歯科、歯科口腔外科
医療法人社団 宝田歯科クリニック
☎3205-8545
西早稲田2丁目19番13号
歯科、矯正歯科、小児歯科、歯科口腔外科
医療法人社団伸整会 髙木歯科医院
☎3207-0511
西早稲田2丁目21番5号　ホームズ西早稲田1階
歯科、矯正歯科、小児歯科、歯科口腔外科

大島歯科医院
☎3203-9597
西早稲田3丁目1番6号
歯科、小児歯科
医療法人社団 西北診療所
☎3203-5660
西早稲田3丁目12番4号
内科、胃腸科、循環器科、外科、整形外科、皮膚科

DENTAL TANIZAWA
☎6233-7377
西早稲田3丁目15番3号　パラディア西早稲田1階・地下1階
歯科、矯正歯科、小児歯科、歯科口腔外科
医療生活協同組合 早稲田診療所
☎3203-3330
西早稲田3丁目17番23号　サンファミール西早稲田
内科、循環器内科、消化器内科

ライトメンタルクリニック
☎6457-6040
西早稲田3丁目20番3号　地下1階
精神科、心療内科

原町（はらまち）
医療法人社団 清慈会 牛込パーククリニック
☎6431-0545
原町1丁目18番地　第2松永ビル1階
皮膚科、歯科、小児歯科、矯正歯科、歯科口腔外科、内科

特定医療法人社団研精会 はらまちクリニック
☎3341-8536
原町2丁目43番地　介護老人保健施設デンマークイン新宿1階
小児科、歯科
医療法人社団澄琴会 夏目坂皮フ科クリニック
☎6205-6555
原町3丁目37番地　アイランドビル1階
皮膚科、アレルギー科

百人町（ひゃくにんちょう）ひ
アスカクリニック
☎5155-9511
百人町1丁目5番1号　百人町ビル5階
内科、外科、形成外科

宮田胃腸内科皮膚科クリニック
☎5937-0668
百人町1丁目11番2号　MOMOビル2階・1階
内科、消化器内科、小児科、皮膚科、漢方内科
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● 救急医療機関や休日歯科当番医等のご案内 休日急患テレフォン案内
※詳しくはP66へ

https://www.himawari.metro.tokyo.jp/qq13/qqport/tomintop/

● 24時間医療機関案内 東京都医療機関案内サービス 「ひまわり」
問い合わせの時間に診療しているお近くの医療機関をご案内します。

【案内時間】 日・祝・年末年始（12/29～1/3） 9：00～22：00 土曜日 17：00～22：00
☎3208-2223

☎ 5272-0303
FAX5285-8080

● 救急車を「呼ぶ？」「呼ばない？」救急相談センターを利用しましょう
へ電話してください（携帯電話、PHS、プッシュ回線） ダイヤル回線は☎3212-2323♯7119お近くの

医療機関を
ご案内します

救急の
医療機関は？ 病院に行くべき？

救急車を呼ぶべき？

ひ
の
地
区

医療法人社団四つ葉 クローバーデンタルオフィス新宿
☎6908-9711
百人町1丁目15番21号　レアル新宿3階
歯科、矯正歯科、小児歯科、歯科口腔外科

宮田歯科医院
☎5331-9626
百人町1丁目16番14号　マキバビル2階
歯科

鎌田歯科医院
☎3368-0095
百人町1丁目16番15号　クレール新宿301
歯科、矯正歯科、小児歯科

大久保駅前・林クリニック
☎6908-5665
百人町1丁目17番4号　林ビル3階
小児科、内科、循環器内科、アレルギー科
医療法人社団兆済会 エクセレントブレス近藤
☎3365-5758
百人町1丁目18番8号　大久保カドビル303号
歯科
医療法人社団兆済会 近藤歯科医院
☎3365-5755
百人町1丁目18番8号　大久保カドビル105号
歯科、小児歯科、歯科口腔外科

シンデンタルオフィス
☎5330-6366
百人町1丁目21番3号　ヴェルト新宿101
歯科、矯正歯科、小児歯科、歯科口腔外科
医療法人社団 広恵会 春山記念病院
☎3363-1661
百人町1丁目24番5号
外科、脳神経外科、整形外科、形成外科、リハビリテーショ
ン科、麻酔科、内科、消化器内科、消化器外科、泌尿器科

市川歯科
☎3232-6480
百人町2丁目3番23号　三軒屋ビル3階
歯科
医療法人社団仁洋会 新大久保歯科医院
☎3367-6480
百人町2丁目4番1号　サンビル2階
歯科、小児歯科、歯科口腔外科

光眼科医院
☎3360-2240
百人町2丁目5番8号　科研ビル2階
内科、眼科
医療法人社団育美会 里見歯科医院
☎3227-1180
百人町2丁目12番11号　T'Sビル1、2階
歯科、矯正歯科、小児歯科、歯科口腔外科

新大久保クリニック
☎3371-7033
百人町2丁目20番21号　1階
内科、呼吸器内科、アレルギー科

三好医院
☎5337-9871
百人町2丁目23番47号　杉山ビル1階
内科、循環器内科、皮膚科

百人町歯科医院
☎3369-0688
百人町2丁目26番9号　三浦ビル　2階C号
歯科、矯正歯科、小児歯科、歯科口腔外科
医療法人社団治恵会 古川歯科クリニック
☎5386-0008
百人町3丁目1番6号　西戸山タワーホウムズ
歯科、矯正歯科、小児歯科、歯科口腔外科

ユキクリニック耳鼻咽喉科
☎5989-1187
百人町3丁目7番8号　原ビル3階
耳鼻いんこう科

西戸山クリニック
☎5337-7501
百人町3丁目7番8号　原ビル2階
内科、循環器内科、小児科

矢郷歯科医院
☎3368-4561
百人町3丁目9番4号
歯科
医療法人財団新生会 百人町診療所
☎3371-1188
百人町3丁目14番7号
内科、肛門科、理学療法科、高齢診療科、訪問診療
医療法人社団千紫会 新宿神経クリニック
☎3362-3222
百人町3丁目21番18号　新宿高瀬ビル1階
精神科、心療内科、神経精神科
独立行政法人地域医療機能推進機構
東京山手メディカルセンター
☎3364-0251
百人町3丁目22番1号
内科、呼吸器内科、循環器内科、消化器内科、血液
内科、糖尿病・内分泌内科、腎臓内科、脳神経内科、
外科、呼吸器外科、心臓血管外科、消化器外科、乳
腺外科、大腸・肛門外科、整形外科、脳神経外科、形
成外科、精神科、小児科、皮膚科、泌尿器科、産婦人
科、眼科、耳鼻いんこう科、リハビリテーション
科、放射線科、病理診断科、救急科、歯科、麻酔科

寺尾クリニカ
☎5338-9955
百人町3丁目28番5号　グランドヒルズA1階
内科、呼吸器内科、アレルギー科、心療内科
医療法人社団寿慶会 小滝橋整形外科
☎5332-3020
百人町4丁目9番7号　新宿ユーエストビル2階
内科、リウマチ科、整形外科、リハビリテーション科
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● 救急医療機関や休日歯科当番医等のご案内 休日急患テレフォン案内
※詳しくはP66へ

https://www.himawari.metro.tokyo.jp/qq13/qqport/tomintop/

● 24時間医療機関案内 東京都医療機関案内サービス 「ひまわり」
問い合わせの時間に診療しているお近くの医療機関をご案内します。

【案内時間】 日・祝・年末年始（12/29～1/3） 9：00～22：00 土曜日 17：00～22：00
☎3208-2223

☎ 5272-0303
FAX5285-8080

● 救急車を「呼ぶ？」「呼ばない？」救急相談センターを利用しましょう
へ電話してください（携帯電話、PHS、プッシュ回線） ダイヤル回線は☎3212-2323♯7119お近くの

医療機関を
ご案内します

救急の
医療機関は？ 病院に行くべき？

救急車を呼ぶべき？

ふ
へ
み
や
よ
の
地
区

矢来町（やらいちょう）
医療法人社団真昌会 神楽坂岡田診療所
☎3268-6373
矢来町28番地　地下1階、1階、2階
内科、腎臓内科、消化器内科

雨森歯科
☎3268-7964
矢来町45番地6
歯科

のもと皮膚科・形成外科クリニック
☎3260-3701
矢来町56番地11　神楽坂ＴＮビル1階2階
形成外科、皮膚科

矢来町耳鼻いんこう科医院
☎5225-0287
矢来町61番地1
耳鼻いんこう科

秋山歯科
☎3235-0616
矢来町63番地　後藤ビル201号室
歯科、小児歯科
医療法人社団優徳会 矢来クリニック
☎3235-2877
矢来町68番地
内科、小児科、呼吸器科、放射線科

新田歯科医院
☎5946-8787
矢来町111番地　一森ビル1、2階
歯科、矯正歯科、小児歯科、歯科口腔外科

さとし歯科クリニック
☎6265-0280
矢来町112番地5　安藤ビル1階
歯科、小児歯科
医療法人社団和紗会 とびた整形外科・内科クリニック
☎3235-5050
矢来町113番地　神楽坂升本ビル1階
内科、糖尿病内科、整形外科、小児科

アイクリニック神楽坂
☎3235-4146
矢来町115番地　東海神楽坂マンション305号室
眼科

山吹町（やまぶきちょう）や
医療法人社団明日葉会 城北ホームケアクリニック
☎5227-3822
山吹町128番地　KMビル1階
内科、消化器科、循環器科

内科すずきクリニック
☎5227-3133
山吹町295番地
内科、腎臓内科、循環器内科、糖尿病内科

春日メディカルクリニック
☎5206-5515
山吹町334番地　セブンファイブビル1階・2階
内科、糖尿病・代謝内科、消化器・内視鏡内科
医療法人社団桐医会 なかやまクリニック
☎3268-8311
山吹町335番地　安井ビル2階
内科、整形外科、リハビリテーション科

こぐれ理学診療クリニック
☎3269-5903
山吹町348番地　DSDビル6階
リハビリテーション科

弁天町（べんてんちょう）へ
医療法人社団桜芳会 やよい歯科クリニック
☎3207-3442
弁天町23番地の1　弁天町イグレックビル1階
歯科、矯正歯科、小児歯科

南元町（みなみもとまち）み
信濃町きぼうクリニック
☎3350-5680
南元町19番地　シナノビル南口館304
心療内科、精神科、神経科

舟町（ふなまち）
四谷グリーン歯科
☎5269-8241
舟町1番地18　ロイクラトン四谷1階A室
歯科、矯正歯科、小児歯科、歯科口腔外科

長谷川歯科医院
☎3351-0115
舟町2番地2　ARTESSIMO REFINA　102
歯科、矯正歯科、小児歯科、歯科口腔外科

袋町（ふくろまち）ふ
坂本歯科クリニック
☎3269-4065
袋町10番地　坂本DCビル2階
歯科、矯正歯科、小児歯科

余丁町（よちょうまち）
はただ歯科医院
☎3357-5573
余丁町5番9号
歯科

横寺町（よこてらまち）よ
アネックスビル診療所
☎3266-6031
横寺町55番地　アネックスビル1階
内科、消化器科
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● 救急医療機関や休日歯科当番医等のご案内 休日急患テレフォン案内
※詳しくはP66へ

https://www.himawari.metro.tokyo.jp/qq13/qqport/tomintop/

● 24時間医療機関案内 東京都医療機関案内サービス 「ひまわり」
問い合わせの時間に診療しているお近くの医療機関をご案内します。

【案内時間】 日・祝・年末年始（12/29～1/3） 9：00～22：00 土曜日 17：00～22：00
☎3208-2223

☎ 5272-0303
FAX5285-8080

● 救急車を「呼ぶ？」「呼ばない？」救急相談センターを利用しましょう
へ電話してください（携帯電話、PHS、プッシュ回線） ダイヤル回線は☎3212-2323♯7119お近くの

医療機関を
ご案内します

救急の
医療機関は？ 病院に行くべき？

救急車を呼ぶべき？

よ
の
地
区

四谷（よつや）
秋田歯科クリニック
☎3358-8331
四谷1丁目1番地　和田ビル3階
歯科、矯正歯科

四谷見附矯正歯科
☎6273-1077
四谷1丁目2番地　中村ビルB1階
矯正歯科、小児歯科、歯科口腔外科

奥野歯科・矯正歯科医院
☎3358-7131
四谷1丁目2番地1　三浜ビル4階
歯科、矯正歯科、小児歯科

みどりの森ひふ科クリニック
☎3352-4100
四谷1丁目2番地4　クニヤビル3階
皮膚科

四谷いわさきクリニック
☎5366-9222
四谷1丁目2番地5　ヒグチ四谷ビル3階
心療内科、精神科
医療法人社団幸清会 四谷クリニック
☎3226-9028
四谷1丁目2番30　第2四谷中村ビル3階
内科、リハビリテーション科

まさご眼科
☎3350-3681
四谷1丁目3番地　高増屋ビル4階
眼科

よつや耳鼻咽喉科
☎6380-4633
四谷1丁目3番地　高増屋ビル2階
耳鼻いんこう科
医療法人社団 林歯科医院
☎3357-5603
四谷1丁目4番地　綿半野原ビル3階A区画
歯科、矯正歯科、小児歯科

クリニックフォア四谷
☎6709-8127
四谷1丁目6番1号　CO・MO・RE Mall　2階
アレルギー科、皮膚科、美容皮膚科
医療法人社団 四谷森田 もりた眼科小児科
☎6380-5363
四谷1丁目6番1号　四谷タワーコモレMall　2階205-B室
眼科、小児科
医療法人社団清幸会 よつや駅前クリニック 内科と皮膚科・形成外科
☎3351-2490
四谷一丁目6番1号　1階101
内科、糖尿病内科、皮膚科、形成外科

ヒロ歯科クリニック
☎3225-5418
四谷1丁目8番地
歯科、小児歯科

歯科四谷
☎3226-4088
四谷1丁目8番地14　四谷1丁目ビル2階
歯科、矯正歯科、小児歯科、歯科口腔外科

四谷・血管クリニック
☎6380-6252
四谷1丁目8番地14　四谷一丁目ビル2階202号室
血管外科、内科、放射線診断科
医療法人社団永康会 四ツ谷腎クリニック
☎3357-6877
四谷1丁目13番地　虎ノ門実業会館四谷ビル3階
人工透析内科

四谷・村川内科クリニック
☎5366-1024
四谷1丁目13番地　山水ビル1階
内科、呼吸器科、消化器科、循環器科、アレルギー
科、糖尿病内科、内分泌内科
医療法人社団 はなみずき 佐藤内科小児科医院
☎3351-3007
四谷1丁目15番地　1階
内科、小児科
医療法人社団新福寿会 中村歯科四谷診療所
☎3355-3835
四谷1丁目18番地　高山ビル4階
歯科

中久木歯科
☎3355-2346
四谷1丁目18番地　高山ビル5階
矯正歯科

医療法人社団 愛智会 抜弁天クリニック
☎5919-1522
余丁町8番7号　抜弁天ビル1階
内科、小児科

余丁町皮フ科
☎5312-1211
余丁町8番16号　ネオメディトピア3階
皮膚科

高橋歯科医院
☎6385-1288
余丁町9番6号　コスモグレイス新宿1階
歯科、歯科口腔外科

若松皮ふ科こどもクリニック
☎3225-5780
余丁町10番8号　第2浜崎ビル2階
小児科、皮膚科
医療法人社団 誠晃会 えとう内科クリニック
☎5919-4976
余丁町11番19号　1階
内科、消化器内科、アレルギー科

大塚歯科
☎3353-8427
余丁町12番31号
歯科
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● 24時間医療機関案内 東京都医療機関案内サービス 「ひまわり」
問い合わせの時間に診療しているお近くの医療機関をご案内します。

【案内時間】 日・祝・年末年始（12/29～1/3） 9：00～22：00 土曜日 17：00～22：00
☎3208-2223

☎ 5272-0303
FAX5285-8080

● 救急車を「呼ぶ？」「呼ばない？」救急相談センターを利用しましょう
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ご案内します
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救急車を呼ぶべき？

よ
の
地
区

医療法人社団エスアンドシー 澤田デンタルオフィス
☎3341-4618
四谷1丁目18番地5　綿半野原ビル別館1階
歯科、矯正歯科、小児歯科、歯科口腔外科
医療法人社団慶洋会 ケイアイクリニック
☎5269-2111
四谷1丁目20番地23号　ケイアイメディカルビル1-5階
内科、整形外科、皮膚科、泌尿器科、リハビリテー
ション科、婦人科、心臓血管外科
医療法人社団MEDIQOL EBMデンタルクリニックよつや
☎6384-2432
四谷2丁目2番1号　四谷フジビル1階
歯科、矯正歯科、小児歯科、歯科口腔外科

古木歯科医院
☎3351-8755
四谷2丁目2番地　第22相信ビル（佐藤ビル）3階
歯科

よつや通り歯科クリニック
☎3358-4282
四谷2丁目3番地　四谷さとうビル1階
歯科、矯正歯科、小児歯科、歯科口腔外科

プラム四谷歯科クリニック
☎3355-3718
四谷2丁目4番地1　ACN四谷ビル1階
歯科、小児歯科、歯科口腔外科

柳川歯科医院
☎3355-4500
四谷2丁目10番地　八ッ橋ビル303号
歯科

せいデンタルクリニック
☎3225-0881
四谷2丁目14番地　四谷小林ビル2階
歯科
医療法人社団眞幸会 四谷三丁目皮膚科
☎5361-0051
四谷2丁目14番地　ミツヤ四谷ビル2階
皮膚科

斉藤歯科医院
☎3355-0688
四谷3丁目1番地　福島ビル3階
歯科

岩本歯科医院
☎3341-3322
四谷3丁目2番地7　第3富沢ビル3階
歯科

四谷歯科
☎3351-3484
四谷3丁目5番地　文化エステート四谷　202
歯科、小児歯科、歯科口腔外科

四谷三丁目駅前眼科
☎6380-4101
四谷3丁目7番地24　ロイクラトン四谷三丁目の
青い空ビル2階・3階
眼科

ねぎし内科診療所
☎5369-2041
四谷3丁目9番地　光明堂ビル5階
内科、心療内科
医療法人社団柏葉会 高村医院
☎3351-3610
四谷3丁目10番地
内科、消化器科、外科、産婦人科
医療法人社団恒歯会 郡司歯科医院
☎3357-4029
四谷3丁目12番地　サワノボリビル4階
歯科
医療法人社団啓友会 四谷三丁目歯科
☎3353-4182
四谷3丁目13番地11　栄ビル2階
歯科、矯正歯科
医療法人社団優響会 新宿御苑前歯科
☎5366-0346
四谷4丁目30番地14　服部ビル1階
歯科、小児歯科、矯正歯科、歯科口腔外科

四谷三栄町（よつやさんえいちょう）
田中内科医院
☎3351-1815
四谷三栄町4番11号　YSビル1階
内科

よつや三栄通りメンタルクリニック
☎5369-8222
四谷三栄町4番13号　第三米世ビル2階201号室
心療内科、精神科

太田医院
☎5366-3213
四谷三栄町9番6号　太田ビル1階
内科、消化器科、循環器科、アレルギー科、外科

藤原歯科医院
☎3341-3485
四谷三栄町10番11号　三栄ハウス2階
歯科

四ツ谷デンタルオフィス
☎5361-7788
四谷三栄町12番7号　Terrace Site 四谷 1階
歯科、矯正歯科、小児歯科、歯科口腔外科
医療法人社団は・匠会 四谷三栄町歯科
☎3350-0817
四谷三栄町14番34号　柳田ビル1階101号室
歯科、矯正歯科、小児歯科、歯科口腔外科
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● 救急医療機関や休日歯科当番医等のご案内 休日急患テレフォン案内
※詳しくはP66へ

https://www.himawari.metro.tokyo.jp/qq13/qqport/tomintop/

● 24時間医療機関案内 東京都医療機関案内サービス 「ひまわり」
問い合わせの時間に診療しているお近くの医療機関をご案内します。

【案内時間】 日・祝・年末年始（12/29～1/3） 9：00～22：00 土曜日 17：00～22：00
☎3208-2223

☎ 5272-0303
FAX5285-8080

● 救急車を「呼ぶ？」「呼ばない？」救急相談センターを利用しましょう
へ電話してください（携帯電話、PHS、プッシュ回線） ダイヤル回線は☎3212-2323♯7119お近くの

医療機関を
ご案内します

救急の
医療機関は？ 病院に行くべき？

救急車を呼ぶべき？

わ
の
地
区

若葉（わかば）わ
四谷・長島クリニック
☎5368-1686
若葉1丁目4番地7
内科、脳神経外科、皮膚科、リハビリテーション科

江波戸歯科医院
☎3351-1323
若葉1丁目12番地
歯科

若松町（わかまつちょう）

若宮町（わかみやちょう）

牛込たかむら歯科医院
☎6380-6425
若松町6番12号　リーノ新宿若松町1階
歯科、矯正歯科、小児歯科、歯科口腔外科
医療法人社団優仁会 黒川歯科クリニック
☎6457-8143
若松町9番9号　パークホームズ新宿若松町2階　店舗2
歯科、歯科口腔外科、小児歯科、矯正歯科

シープデンタルクリニック
☎6457-3002
若松町10番1号　日生ビル4階
歯科、小児歯科、歯科口腔外科

若松河田眼科クリニック
☎6380-2417
若松町10番1号　日生ビル3階
眼科

若松町整形外科
☎3207-5566
若松町10番1号　日生ビル5階・6階
整形外科、リハビリテーション科

若松歯科医院
☎3207-6618
若松町29番7号　オーシャンプラザ若松町1階
歯科
医療法人社団豊希会 若松河田耳鼻咽喉科クリニック
☎5292-3787
若松町31番4号　エスタンシア2階、3階
アレルギー科、小児科、耳鼻いんこう科
医療法人社団將幸会 鈴木歯科医院
☎3232-6784
若松町33番7号　阿波屋ビル1階
歯科、矯正歯科、小児歯科、歯科口腔外科
医療法人社団紫苑会 たかはし眼科クリニック
☎3208-6166
若松町33番9号　クレドール若松町102号室
内科、リウマチ科、眼科

西條歯科医院
☎3260-7337
若宮町14番地
歯科、小児歯科

早稲田鶴巻町（わせだつるまきちょう）
あいあいこどもとおとな歯科
☎6380-3570
早稲田鶴巻町109番地　DOMANIビル1階
歯科、矯正歯科、小児歯科、歯科口腔外科

和デンタルクリニック
☎3200-2768
早稲田鶴巻町518番地　早稲田玉井2階
歯科、矯正歯科、小児歯科、歯科口腔外科

耳鼻いんこう科　山西クリニック
☎5155-0822
早稲田鶴巻町518番地　第一石川ビル2階
アレルギー科、気管食道外科、耳鼻いんこう科、小児外科

早稲田たけのこクリニック
☎3232-8155
早稲田鶴巻町518番地　第一石川ビル3階
小児科
医療法人社団早正会 岡崎医院
☎3202-7778
早稲田鶴巻町519番地　1階及び2階
内科、消化器科、外科、整形外科、放射線科

リュウ歯科医院
☎6233-8771
早稲田鶴巻町549番地15
歯科、矯正歯科、小児歯科

磯谷歯科診療所
☎3204-0590
早稲田鶴巻町553番地
歯科、矯正歯科

早稲田町（わせだまち）
藤井歯科医院
☎3208-4489
早稲田町66番地　安商ビル2階
歯科、矯正歯科、小児歯科、歯科口腔外科

早稲田メンタルクリニック
☎6233-9538
早稲田町69番地4　ウエステール早稲田5階
精神科、心療内科

村橋医院
☎3203-3538
早稲田町73番地
内科、小児科、神経内科、皮膚科

SK歯科クリニック
☎3204-6480
早稲田町74番地　夏山ビル102号室
歯科、小児歯科、歯科口腔外科
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