
かまやち内科クリニック 154-0001 世田谷区池尻２－３１－７　ルナクレッシェンテ１０２ 6450-8506 内

網野クリニック 154-0001 世田谷区池尻２－２６－５ 3412-6785 内

医）健緩会　矢野医院 154-0001 世田谷区池尻３－４－５ 3421-0220 内

下馬内科クリニック 154-0002 世田谷区下馬４－２３－１４ 3418-3036 内

加賀クリニック 154-0002 世田谷区下馬３－７－４ 5486-8881 内

世田谷公園前クリニック 154-0002 世田谷区下馬１－４０－１４－１F 5787-6110 内

せたがや下馬クリニック 154-0002 世田谷区下馬３－３３－８ 6413-8471 内

しらきメディカルクリニック 154-0002 世田谷区下馬２－４４－７　エクセルコート下馬１F 6453-2707 内

齋藤医院 154-0002 世田谷区下馬１－４－１４ 3424-6911 内

医）治成会　シグマクリニック 154-0002 世田谷区下馬５－４１－２１ 5481-0226 内

下馬６－２１かやしま医院 154-0002 世田谷区下馬６－２１－２ 3418-6555 内

医）恩陽会　おぎの内科クリニック 154-0002 世田谷区下馬６－２６－１５ 3414-2255 内

医）城南会　西條クリニック下馬 154-0002 世田谷区下馬６－３１－１９ 3421-4386 内

中島内科小児科医院 154-0002 世田谷区下馬５－７－２０ 3418-1889 内小

みくに内科眼科クリニック 154-0002 世田谷区下馬１－４５－１７ 3411-3920 内眼

野沢３丁目内科 154-0003 世田谷区野沢３－１－１６ 5779-8255 内

加藤クリニック 154-0003 世田谷区野沢２－１４－５ 3414-9688 内

医）清啓会　林内科外科医院 154-0003 世田谷区野沢３－２３－１ 3421-2136 内外

たけおクリニック 154-0004 世田谷区太子堂４－２２－７森住ビル３Ｆ 5433-3255 内

小森クリニック 154-0004 世田谷区太子堂５－１１－４ 3412-8770 内

いいむろ内科クリニック 154-0004 世田谷区太子堂３－２８－１６ 3487-1166 内

ながしまクリニック 154-0004 世田谷区太子堂３－３８－１８　Brillia ist三軒茶屋ﾌﾞﾗｯｻﾑﾃﾗｽ1F 5433-3818 内

小俣内科クリニック 154-0004 世田谷区太子堂２－１９－３　仙田ビル１Ｆ 5432-3690 内

樹のはなクリニック 154-0004 世田谷区太子堂２－２６－２ 5433-3388 内

太子堂内科クリニック 154-0004 世田谷区太子堂２－３０－５ 3487-0123 内

東都三軒茶屋クリニック 154-0004 世田谷区太子堂２－１３－２ 6805-3750 内

三軒茶屋はやかわクリニック 154-0004 世田谷区太子堂５－１５－１３ 6303-7383 内

三宿 亀井クリニック 154-0005 世田谷区三宿１－８－１９ 3413-7077 内

医）風の診療所　 駒沢・風の診療所 154-0011 世田谷区上馬４－４－１０ 5712-0012 内

財）平和協会 駒沢診療所 154-0011 世田谷区上馬４－５－８ 3424-8501 内

ラインインターナショナルクリニック 154-0011 世田谷区上馬５－９－１８ 090-8477-4009 内

医）花橘会　みんなのクリニック 三軒茶屋 154-0011 世田谷区上馬２－２９－２０　戸矢ビル１Ｆ 6453-2390 内

医）健隆会　石橋医院 154-0011 世田谷区上馬１－１１－９ 3410-3377 内

近藤内科クリニック 154-0011 世田谷区上馬２－２８－１６ 3411-1310 内

駒沢ヒロタクリニック 154-0012 世田谷区駒沢１－２－２５－３Ｆ 5433-8300 内

駒沢大塚クリニック 154-0012 世田谷区駒沢２－１－１３　KOMAZAWA関ビル２F 5712-1181 内

医）ARCWELL　駒澤ライフクリニック 154-0012 世田谷区駒沢２－１２－３　大幸ビル３Ｆ 6805-2200 内

医）良優会　駒沢腎クリニック 154-0012 世田谷区駒沢１－１９－８－３０１ 3411-7377 内

西澤内科クリニック 154-0012 世田谷区駒沢１－６－１７ 5433-2817 内

尾崎内科 154-0012 世田谷区駒沢２－１４－１　第２フォンタナ駒沢　 3418-7700 内

深沢クリニック 154-0016 世田谷区弦巻２－３９－３ 3426-8253 内

樺クリニック 154-0016 世田谷区弦巻４－２－１８ 5451-7211 内

赤柴医院 154-0016 世田谷区弦巻５－１６－１ 3427-5329 内小

杉下クリニック 154-0017 世田谷区世田谷３－４－１　アップビル１Ｆ 3706-3311 内

ながたクリニック 154-0017 世田谷区世田谷４－１－３　世田谷医療COMMUNITY３F 5477-1128 内

内科　小久保医院 154-0017 世田谷区世田谷４－２０－１１－１０１ 5426-3183 内

足立内科医院 154-0017 世田谷区世田谷３－２４－１３ 3427-7312 内

浅川クリニック 154-0017 世田谷区世田谷１－３－８ 3420-0032 内

くすき内科クリニック 154-0017 世田谷区世田谷２－３－６－２Ｆ 3428-8007 内

医）亮明会　そがメディカルクリニック 154-0021 世田谷区豪徳寺１－２８－１　地下1階 6432-6070 内

羽田内科医院 154-0021 世田谷区豪徳寺１－４６－２０　鈴和ビル 5477-3901 内

村田医院 154-0021 世田谷区豪徳寺２－１６－２５ 3425-2612 内

こうらクリニック 154-0021 世田谷区豪徳寺１－２３－２２ 3425-2333 内小整

加藤医院 154-0022 世田谷区梅丘１－５７－１１ 3420-4863 内

つぼ内科おなかクリニック 154-0022 世田谷区梅丘２－２３－３０ 3425-0587 内

梅丘内科 154-0022 世田谷区梅丘２－２８－１２ 5477-0302 内

鴻上内科医院 154-0022 世田谷区梅丘１－１１－３ 3420-5219 内

的場医院 154-0022 世田谷区梅丘１－２１－２ 3420-3207 内

梅ヶ丘駅前クリニック 154-0022 世田谷区梅丘１－２５－１－２Ｆ 5477-1192 内

若林ゆうクリニック 154-0023 世田谷区若林５－１４－６－２Ｆ 3410-1120 内

高島・山田クリニック 154-0023 世田谷区若林４－１６－１５ 3419-2396 内

佐中医院 154-0023 世田谷区若林４－１７－７ 3421-9728 内

野村クリニック 154-0023 世田谷区若林４－２１－１５　みなとビル１Ｆ 3795-1511 内

本間医院 154-0023 世田谷区若林４－２１－１６ 3419-4827 内

神津内科クリニック 154-0023 世田谷区若林５－４－７ 5481-4114 内

若林医院 154-0023 世田谷区若林３－３３－１５ 3421-0282 内
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いなみ内科クリニック 154-0024 世田谷区三軒茶屋１－１３－７－２Ｆ 3413-1730 内

ちえ内科クリニック 154-0024 世田谷区三軒茶屋１－３２－１４　園田ビル２F 6805-2081 内

医）ＭＧＨ　はたいしメディカルクリニック 154-0024 世田谷区三軒茶屋１－３５－２１　ＬＩＬＡＳ三軒茶屋２F 5787-5525 内

北岡クリニック 154-0024 世田谷区三軒茶屋１－３７－１０　ドルフ三茶２F 3410-0721 内

三軒茶屋駅前おなかクリニック 154-0024 世田谷区三軒茶屋１－３７－２　三茶ビル４F 3421-7149 内

鈴木内科循環器科 154-0024 世田谷区三軒茶屋１－３９－５－２０２ 3412-0072 内

中村内科クリニック 154-0024 世田谷区三軒茶屋１－４１－１５－１Ｆ 5432-5465 内

三軒茶屋内科クリニック 154-0024 世田谷区三軒茶屋２－２０－１８ 3421-4522 内

岩崎内科クリニック 154-0024 世田谷区三軒茶屋２－５６－７ 3419-1085 内

井上外科・内科医院 154-0024 世田谷区三軒茶屋２－２４－１７ 3424-3360 内外

山口内科小児科医院 154-0024 世田谷区三軒茶屋２－６－５ 3424-3651 内小

ふたばクリニック 154-0024 世田谷区三軒茶屋２－８－１１ 3410-2700 内小

シモキタクリニック 155-0031 世田谷区北沢２－１７－２　AZURE　１F 3414-5252 内

加藤医院 155-0031 世田谷区北沢２－２２－１１ 3412-1401 内

島津メディカルクリニック 155-0031 世田谷区北沢２－２２－７ 5430-5556 内

奎和内科医院 155-0031 世田谷区北沢２－９－２０ 3469-1688 内

志賀医院 155-0031 世田谷区北沢２－２９－１６ 3460-3552 内

下北沢トモクリニック 155-0031 世田谷区北沢２－３５－２ 第３シンヤシキビル３０２ 3469-3330 内

おおた内科クリニック 155-0031 世田谷区北沢３－２－３－２F 5453-0010 内

直宮医院 155-0031 世田谷区北沢３－１１－１４ 3468-2867 内

佐伯医院 155-0031 世田谷区北沢４－１－１２ 3466-8848 内

ゆうハートクリニック 155-0031 世田谷区北沢２－１－１６　アーバニティ下北沢２F 5432-9310 内

清泉メディカルクリニック 155-0032 世田谷区代沢２－３６－３０－３Ｆ 5433-4041 内

堀医院 155-0032 世田谷区代沢３－１６－８ 3421-2117 内

羽山医院 155-0032 世田谷区代沢２－３６－８ 3487-1731 内

下山内科クリニック 155-0032 世田谷区代沢２－４４-１４　高野ビル１Ｆ 3419-2300 内

原医院 155-0032 世田谷区代沢３－１２－１７ 3421-0688 内

北医院 155-0032 世田谷区代沢４－３２－１０ 3422-4780 内

医）晃輝会　大堀ＩＢＤクリニック 155-0032 世田谷区代沢１－２７－３－２Ｆ 6450-8200 内

代沢内科クリニック 155-0032 世田谷区代沢４－５－１９ 3413-1159 内

副島クリニック 155-0032 世田谷区代沢５－３－８ 3421-1793 内

かどた内科クリニック 155-0032 世田谷区代沢５－１８－１－２Ｆ 6413-8333 内

松多内科医院 155-0032 世田谷区代沢２－２８－８　サンキャスティル下北１Ｆ 5430-7635 内

代沢さくら醫院 155-0032 世田谷区代沢４－４５－１９ 3412-2911 内

代沢診療所 155-0032 世田谷区代沢５－３０－９ 3419-5401 内

福井クリニック 155-0033 世田谷区代田２－１－１６　 3410-5169 内

代田クリニック 155-0033 世田谷区代田２－１８－１１ 5787-3320 内

大西内科 155-0033 世田谷区代田３－１０－３ 3421-8421 内

梶原内科クリニック 155-0033 世田谷区代田３－１－３－１０２ 3424-8777 内

藤井内科医院 155-0033 世田谷区代田３－４３－１２ 3414-5557 内

桃子メディカルクリニック 155-0033 世田谷区代田５－２７－１ 6450-7702 放乳内

小原医院 156-0041 世田谷区大原１－４９－１４ 3460-2036 内

中島医院 156-0041 世田谷区大原２－１６－７ 3321-7788 内

大原クリニック 156-0041 世田谷区大原２－２３－１９ 3324-3077 内

代田橋中央診療所 156-0041 世田谷区大原２－５－７ 3328-5054 内

羽根木 寺田医院 156-0042 世田谷区羽根木２－１７－１１ 3322-2685 内

くろだ明大前クリニック 156-0043 世田谷区松原２－１７－３３　新光ビル２０１ 3324-5662 内

うすだ内科クリニック 156-0043 世田谷区松原２－２９－１　ブランテラス松原２０１ 3323-7707 内

明大前つじ内科クリニック 156-0043 世田谷区松原２－４１－１５－１０１ 5300-3377 内

明大前クリニック 156-0043 世田谷区松原２－４２－１４　美鈴Ｓﾋﾞﾙ１Ｆ 5376-2281 内

医）プラタナス 松原アーバンクリニック 156-0043 世田谷区松原５－３４－６ 5355-3388 内

医療法人社団　星医院 156-0043 世田谷区松原５－５－１ 3325-3080 内

大坪医院 156-0043 世田谷区松原５－５８－１１ 3328-2285 内

佐藤内科クリニック 156-0043 世田谷区松原５－６－６ 3322-5735 内

井上医院 156-0043 世田谷区松原６－１－１０ 3323-0764 内

医）宝池会 吉川内科医院 156-0043 世田谷区松原３－２８－８ 3323-0661 内

松原ファミリークリニック 156-0043 世田谷区松原５－４２－２ 5355-4976 内小

山形医院 156-0043 世田谷区松原２－３９－１９ 3328-8800 内

赤堤クリニック 156-0044 世田谷区赤堤１－１－４ 5376-1131 内

恵和クリニック 156-0044 世田谷区赤堤１－３７－７ 5301-2541 内

キタ・クリニック 156-0044 世田谷区赤堤２－４０－９ 3327-3941 内

和みファミリークリニック 156-0044 世田谷区赤堤２－４４－１０ 4291-9671 内

みよし内科クリニック 156-0044 世田谷区赤堤３－１９－２２ 3328-5348 内

鳥居医院 156-0044 世田谷区赤堤３－２－１６ 5300-7733 内

医）秀侑会　しもたかいどホームドクタークリニック 156-0044 世田谷区赤堤５－３０－１５ 6379-3677 内

内　科

三軒茶屋

北沢

代沢

代田

大原

松原

赤堤

- 2 -



大森クリニック 156-0045 世田谷区桜上水１－９－２ 3302-6121 内

広瀬クリニック 156-0045 世田谷区桜上水４－１６－１３ 3302-1438 内

林診療所 156-0045 世田谷区桜上水４－１８－１９－２Ｆ 5316-5520 内

桜上水医院 156-0045 世田谷区桜上水５－１３－９ 5374-6788 内眼

倉田医院 156-0045 世田谷区桜上水２－２５－１２ 3302-8560 内

かなざわ内科クリニック 156-0051 世田谷区宮坂１－３８－１８ 5942-6833 内

竹川内科医院 156-0051 世田谷区宮坂１－４１－２０ 3706-2341 内

あらいクリニック 156-0051 世田谷区宮坂３－１３－６　すずらん会館３Ｆ 5451-5300 内

本田クリニック 156-0051 世田谷区宮坂３－２０－６ 5451-7051 内眼

医）善精会　鶴町クリニック 156-0052 世田谷区経堂１－１４－１３ 3425-5220 内

吉澤内科クリニック 156-0052 世田谷区経堂２－１５－１３ 3427-3777 内

医）寿恵会　経堂３丁目クリニック 156-0052 世田谷区経堂３－２０－２２ 5799-7027 内

西クリニック 156-0052 世田谷区経堂２－１－３３　経堂コルティ３Ｆ 3425-0024 内

医）柴沼会 五十畑クリニック 156-0052 世田谷区経堂１－１１－４ 3429-0238 内

医）慈京会　五十子クリニック 156-0052 世田谷区経堂５－３－２９ 3426-0220 内

世田谷プルメリア内科クリニック 156-0052 世田谷区経堂５－３５−２０　シャルム経堂１０３ 5799-6972 内

農大通り診療所 156-0052 世田谷区経堂１－５－６ 3439-6051 内

やまうちクリニック 156-0052 世田谷区経堂１－２２－１６ 5451-3058 内小

経堂駅前内科・糖尿病クリニック 156-0052 世田谷区経堂２－１４－１０－２Ｆ 6413-9905 内

世田谷通り桜内科クリニック 156-0053 世田谷区桜３－２－６ 3420-1159 内

ほしの内科アレルギークリニック 156-0053 世田谷区桜３－２－１７　DS桜ﾋﾞﾙ２Ｆ 5426-6567 内

臼井内科 156-0053 世田谷区桜１－６５－８　エンブレム経堂１Ｆ 5426-8811 内

渡辺クリニック 156-0054 世田谷区桜丘２－５－２３ 5426-8624 内

医）こしだ内科クリニック 156-0054 世田谷区桜丘２－２７－１１　レフィーノＫＭビル１Ｆ 3425-1771 内

ちとせ船橋駅前内科 156-0054 世田谷区桜丘２－２８－１６－２Ｆ 5477-1024 内

松岡醫院 156-0054 世田谷区桜丘３－２６－４－２Ｆ 3706-3870 内

伊藤内科胃腸科 156-0054 世田谷区桜丘４－１１－１３ 5477-8830 内

医）土筆会　桜丘クリニック 156-0054 世田谷区桜丘５－１７－４　直井ビル１Ｆ 5426-2292 内

桜田内科クリニック 156-0055 世田谷区船橋１－２９－３－２Ｆ 3706-2302 内

中江クリニック 156-0055 世田谷区船橋１－３１－１７ 5450-7476 内

武井医院 156-0055 世田谷区船橋４－３５－９ 5429-8162 内

大槻クリニック 156-0055 世田谷区船橋７－１－３ 3484-0341 内

柴本内科 156-0056 世田谷区八幡山３－３２－２５ 3303-8401 内

八幡山ハートクリニック 156-0056 世田谷区八幡山２－４－５ 5316-9077 内

渡辺内科クリニック 156-0057 世田谷区上北沢３－３２－９－１F 3302-2030 内

黒坂内科 156-0057 世田谷区上北沢１－１３－１ 3329-1517 内

清水メディカルクリニック 156-0057 世田谷区上北沢３－２４－１８ 5316-5518 内

上北沢クリニック 156-0057 世田谷区上北沢４－１１－８ 3306-2331 内

たかさごクリニック 156-0057 世田谷区上北沢５－１２－１９ 3306-7711 内

成瀬医院 157-0061 世田谷区北烏山１－４１－１８ 3300-1300 内

田中医院 157-0061 世田谷区北烏山７－２６ー１１ 3300-2110 内

慶仁クリニック 157-0061 世田谷区北烏山３－３－５ 3300-2562 内小

杉浦クリニック 157-0062 世田谷区南烏山５－１６－４　Ｓａｌｕｄ南烏山３Ｆ 5314-9757 内

ファミリークリニック千歳烏山 157-0062 世田谷区南烏山５－１９－１０　賀茂ビル１Ｆ 5314-3352 内

平泉医院 157-0062 世田谷区南烏山４－４－１１ 3309-7040 内

吉野クリニック 157-0062 世田谷区南烏山５－１－１５－１Ｆ 5315-7170 内

広田内科クリニック 157-0062 世田谷区南烏山５－１９－１０　賀茂ビル３Ｆ 5315-5880 内

腎内科クリニック世田谷 157-0062 世田谷区南烏山４－２１－１４ 5969-4976 内

ちとせクリニック 157-0062 世田谷区南烏山４－９－１４ 5315-3363 内

南烏山クリニック 157-0062 世田谷区南烏山６－７－１９　グレイスビル１Ｆ 3309-1818 内

烏山はなクリニック 157-0062 世田谷区南烏山６－１２－１２　１２号棟 5315-3315 内

古谷医院 157-0062 世田谷区南烏山４－１２－１０　フロンティアビル４Ｆ 3300-5022 内

ヨシダ消化器内科クリニック 157-0062 世田谷区南烏山６－６－２－１F 5314-5552 内

烏山クリニック 157-0062 世田谷区南烏山４－１３－１０－２Ｆ 3305-0022 内

芦花公園駅前クリニック 157-0062 世田谷区南烏山２－３６－５－１０１ 5315-5528 内

世田谷ホームケアクリニック 157-0062 世田谷区南烏山３－６－１１－１Ｆ 6909-1922 内

天下堂医院 157-0062 世田谷区南烏山１－１１－１５ 3302-1751 内

高橋内科医院 157-0062 世田谷区南烏山２－３５－２ 3308-0580 内

しまだクリニック 157-0062 世田谷区南烏山６－２７－１０　大黒ビル１Ｆ 5315-3366 内小

さくらば内科内視鏡クリニック世田谷院 157-0062 世田谷区南烏山１－１３－１２－２Ｆ 3302-7007 内

世田谷調布　大友内科リウマチ科千歳烏山院 157-0062 世田谷区南烏山４－１０－２－１Ｆ 3305-6330 内

東京ハートリズムクリニック 157-0063 世田谷区粕谷３－２０－１４ 6371-0700 内

香川内科クリニック 157-0063 世田谷区粕谷３－１０－１２ 3305-3723 内

医）清孝会　田村クリニック 157-0063 世田谷区粕谷４－１５－１－１Ｆ 5313-5213 内

塩島内科医院 157-0063 世田谷区粕谷４－８－１２ 3308-5335 内

芦花公園クリニック 157-0063 世田谷区粕谷２－８－３　ゆうらいふ世田谷１Ｆ 5357-8112 内小

給田 医）家族の木　給田ファミリークリニック 157-0064 世田谷区給田３－２６－６ 5315-5511 内小

内　科

宮坂

桜上水

経堂

桜

桜丘

船橋

八幡山

上北沢

北烏山

南烏山

粕谷
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医）萌朱会　ひらくクリニック 157-0065 世田谷区上祖師谷５－１８－９ 3308-0900 内

上祖師谷かたらいクリニック 157-0065 世田谷区上祖師谷６－７－２８ 3300-6006 内

大賀内科クリニック 157-0065 世田谷区上祖師谷４－１７－１０ 3300-0863 内

恵泉クリニック 157-0065 世田谷区上祖師谷１－３５－１５ 3326-5408 内外

髙橋医院 157-0066 世田谷区成城２－２１－１　成城２丁目ビル１Ｆ 3415-9363 内

成城漢方内科クリニック 157-0066 世田谷区成城２－４1－1５ 5727-9488 内

照屋内科医院 157-0066 世田谷区成城２－５－９ 3415-1025 内

うつみクリニック 157-0066 世田谷区成城７－２９－２６ 3482-3181 内

成城せとぐちクリニック 157-0066 世田谷区成城５－１３－２３ 5490-8700 内

あ・ん・ど・うクリニック 157-0066 世田谷区成城６－１０－５ 5429-2581 内

成城ハートクリニック 157-0066 世田谷区成城６－１５－２３ 3483-2011 内

鳥居内科クリニック 157-0066 世田谷区成城６－５－３４　成城コルティ３Ｆ 3482-3737 内

あおぞら成城駅前クリニック 157-0066 世田谷区成城６－８－６サラブライト成城２Ｆ 6411-5123 内

成城水野クリニック 157-0066 世田谷区成城５－１１－４ 5490-8130 内

元山医院 157-0066 世田谷区成城５－６－７ 3484-1161 内

宮沢クリニック 157-0066 世田谷区成城６－１６－６　成城ピアッツァ１Ｆ 3482-1101 内

とよしま内視鏡クリニック 157-0066 世田谷区成城６－１７－５ 5429-9555 内

成城内科 157-0066 世田谷区成城６－２２－３ 5490-9111 内

鳥羽クリニック 157-0066 世田谷区成城６－６－９　成城サウスビル２Ｆ 5490-9351 内

成城加々美クリニック 157-0066 世田谷区成城９－５－１３ 5490-7550 内

小川内科・糖尿病クリニック 157-0066 世田谷区成城４－４－１７ 3482-0710 内小

医）聖桜会　サクラビアクリニック 157-0066 世田谷区成城８－２２－１サクラビア成城４Ｆ 3789-0571 内

医）社団東山会　喜多見東山クリニック 157-0067 世田谷区喜多見９－１０－３ 5761-2311 内

みのわ内科 157-0067 世田谷区喜多見７－５－７ 3417-3959 内

高倉内科クリニック 157-0067 世田谷区喜多見９－１－７ 5497-5667 内

小林クリニック 157-0067 世田谷区喜多見２－１０－３－１０１ 3416-7119 内小

宇奈根 西島内科クリニック 157-0068 世田谷区宇奈根３－１－２１ 5494-2020 内

医）碧仁会　さくら内科クリニック 157-0071 世田谷区千歳台２－１４－７千歳クリニックモール１Ｆ 6411-3666 内

吉澤内科ハートクリニック 157-0071 世田谷区千歳台２－２６－２０ 3789-5502 内

ちとせ台内科クリニック 157-0071 世田谷区千歳台５－１８－１０－２Ｆ 3789-8855 内

千歳台はなクリニック 157-0071 世田谷区千歳台５－２２－１ 5490-7061 内

世田谷めぐりさわファミリークリニック 157-0071 世田谷区千歳台３－１１－１２ 5787-7393 内

世田谷千歳クリニック 157-0071 世田谷区千歳台６－１７－１２ 6909-1800 内

野崎医院 157-0071 世田谷区千歳台５－２－１８ 3484-0077 内

医）輝生会　成城リハケア病院 157-0072 世田谷区祖師谷３－８－７ 5429-2292 内

大矢クリニック 157-0072 世田谷区祖師谷３－２７－７ 3483-2816 内

小島内科医院 157-0072 世田谷区祖師谷３－３６－２９ 3789-1151 内

沢田はしもと内科 157-0072 世田谷区祖師谷３－３７－５－２Ｆ 5429-8848 内

土橋クリニック 157-0072 世田谷区祖師谷４－２３－１８ 3484-8664 内

祖師谷内科クリニック 157-0072 世田谷区祖師谷１－１１－７ 5315-6238 内

幸野メディカルクリニック 157-0072 世田谷区祖師谷３－３０－２８ 3483-1808 内外眼

医）ARCWELL　祖師谷ライフクリニック 157-0072 世田谷区祖師谷４－２５－２０ﾍﾟﾙﾗ祖師谷B1A号室 6805-2063 内

田代内科クリニック 157-0073 世田谷区砧３－４－１ 大蔵ﾋﾞﾙ５Ｆ 3749-3001 内

とみやまクリニック 157-0073 世田谷区砧４－２０－１１　リバンドール砧１Ｆ 5727-3700 内

ふじ内科クリニック 157-0073 世田谷区砧６－２５－１３　メディカルコミュニティ砧１Ｆ 5727-0007 内

よつ葉内科クリニック 157-0073 世田谷区砧２－２２－２　エクセル砧１Ｆ 5727-1428 内

そしがや大蔵クリニック 157-0073 世田谷区砧６－３０－１　野原ﾋﾞﾙ1F 6411-1535 内

中野医院 157-0073 世田谷区砧８－１３－５ 3415-3813 内

医）ｌｅｂｏｉｓ　あんどうファミリークリニック 157-0073 世田谷区砧８－２１－８　シェーンハイト１・２Ｆ 5727-5500 内

砧クリニック 157-0073 世田谷区砧８－８－２０　吉浦ビル２Ｆ 3416-6013 内

岡本 医）OA会　世田谷ＯＡクリニック 157-0076 世田谷区岡本２－１７－１４　岡本アネックス２０２ 6320-1884 内

小森医院 157-0077 世田谷区鎌田２－２３－１１ 3700-0843 内

城田クリニック 157-0077 世田谷区鎌田３－２－２４　イル・ヴェルデ１Ｆ 3708-8818 内

経堂 メディカルスキャンニング経堂 156-0052 世田谷区経堂２－４－１７　ローラスビル経堂１F 5766-6571 放内

内　科

成城

放射線内科

鎌田

砧

上祖師谷

喜多見

千歳台

祖師谷
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岸田こどもクリニック 154-0001 世田谷区池尻３－２０－２ 6450-9655 小

子ども在宅クリニックあおぞら診療所せたがや 154-0001 世田谷区池尻２－３１－２４ 6407-0101 小

医）シンセリティ　いなみ小児科 154-0002 世田谷区下馬３－１０－７ 3421-4885 小

アイ・ユーこどもクリニック 154-0002 世田谷区下馬１－５５－６ 5779-8774 小

三宿通りこどもクリニック 154-0002 世田谷区下馬２－２７－１３　レジディア三宿1階 3413-1155 小

うめはらこどもクリニック 154-0004 世田谷区太子堂３－３８－１８　Brillia ist三軒茶屋ﾌﾞﾗｯｻﾑﾃﾗｽ1F 6809-7878 小

なな彩クリニック 154-0004 世田谷区太子堂２－１６－６　三恵ビル６Ｆ 6805-5015 小

医）育真会　いば小児科 154-0004 世田谷区太子堂３－１５－３ 3413-4976 小

キラリこどもクリニック 154-0004 世田谷区太子堂３－１－２４ 3418-1010 小

上馬 清水小児科医院 154-0011 世田谷区上馬４－２７－７ 3421-5696 小

弦巻 医）豊葉会　くろかわ小児科･内科 154-0016 世田谷区弦巻４－１－２ 3439-1391 小内

ふじいこどもクリニック 154-0017 世田谷区世田谷４－１－３　世田谷医療COMMUNITY４F 5477-3377 小

世田谷子どもクリニック 154-0017 世田谷区世田谷３－６－１４　フロティオン豪徳寺１Ｆ 5779-1582 小

つだ小児科クリニック 154-0017 世田谷区世田谷４－５－８ 5477-7736 小

いしかわキッズクリニック 154-0017 世田谷区世田谷２－６－１１ 5451-3014 小

豪徳寺 ごとう小児科・成長クリニック 154-0021 世田谷区豪徳寺１－２２－３　ユアーズ１Ｆ 5799-9900 小

梅丘 ふたばこどもクリニック 154-0022 世田谷区梅丘１－２４－１２　ピュアライン第７ビル２Ｆ 5426-1021 小

三軒茶屋 戸塚小児科医院 154-0024 世田谷区三軒茶屋２－４７－６ 3414-8835 小

北沢 北沢キッズクリニック 155-0031 世田谷区北沢３－２－３　東北沢医療ビル1F 5738-2234 小

代沢 淡島こどもクリニック 155-0032 世田谷区代沢５－１８－１　代沢カラバッシュ２Ｆ 3422-9751 小

大原 小久保小児科医院 156-0041 世田谷区大原２－２８－２ 3328-4850 小

羽根木 かわまたこどもクリニック 156-0042 世田谷区羽根木２－４０－２３　中島ビル１Ｆ 3321-3077 小

松原 医）和順会　吉川小児科 156-0043 世田谷区松原３－２８－８－２Ｆ 5329-4153 小

やまおかこどもクリニック 156-0044 世田谷区赤堤４－２０－１ 5355-5072 小

相川小児科医院 156-0044 世田谷区赤堤４－３２－２ 3328-5502 小

斎藤小児科内科医院 156-0044 世田谷区赤堤１－３９－１５ 3325-1177 小内

桜上水 えんどう小児科クリニック 156-0045 世田谷区桜上水１－７－１０－１F 6379-7127 小

宮坂 矢野こどもクリニック 156-0051 世田谷区宮坂３－１３－６　すずらん会館１Ｆ 5426-2877 小

医）Ｇlanz　ちとふなキッズクリニック 156-0052 世田谷区経堂４－３０－４１ 5426-5299 小

田宮小児科アレルギー科医院 156-0052 世田谷区経堂５－２１－３ 3427-7974 小

くみこキッズクリニック 156-0052 世田谷区経堂２－１４－１０－２Ｆ 5799-4560 小

桜 さくら小児科・内科クリニック 156-0053 世田谷区桜１－６７－８ 6413-2211 小内

医）クレッセント　さくらが丘小児科クリニック 156-0054 世田谷区桜丘３－１０－２２　メディカルヴィレッジ桜丘２Ｆ 3439-3077 小

医）カナード　かるがもクリニック 156-0054 世田谷区桜丘２－２５－４－２F 5426-2220 小

せきぐちクリニック 156-0055 世田谷区船橋１－１６－１ 3429-4181 小

おむすび小児科クリニック 156-0055 世田谷区船橋４－１７－１－１ 5787-7075 小

三宅小児科 156-0057 世田谷区上北沢４－２１－１３ 3302-2771 小

上北沢内科小児科医院 156-0057 世田谷区上北沢４－２０－１８ 3304-0551 小内

北烏山 たかはし小児科クリニック 157-0061 世田谷区北烏山１－２９－３ 3300-2401 小

Ｋ２こどもクリニック 157-0062 世田谷区南烏山５－１１－４　ＴＮビル１Ｆ 5314-5230 小

からすやま小児科 157-0062 世田谷区南烏山６－１２－１２　１２号棟２Ｆ 5315-3737 小

かねみつ小児クリニック 157-0062 世田谷区南烏山４－７－１４ 5384-3355 小

芦花公園駅前こどもクリニック 157-0062 世田谷区南烏山１－１３－１２－４Ｆ 6379-8464 小

上祖師谷 上祖師谷クリニック 157-0065 世田谷区上祖師谷７－１－１４ 3326-1153 小

にしやまこどもクリニック 157-0066 世田谷区成城９－２４－９ 5314-1616 小

成城コスモス小児科 157-0066 世田谷区成城６－８－６－３F 3789-1177 小

成城こどもクリニック 157-0066 世田谷区成城６－５－３４　成城コルティ３Ｆ 3482-1100 小

医）博樹健美会　臼井医院 157-0066 世田谷区成城５－７－１２ 3482-2253 小

成城ささもと小児科アレルギー科 157-0066 世田谷区成城６－５－２７－２Ｆ 3789-1153 小

小児科小関クリニック 157-0066 世田谷区成城７－９－１７ 3483-5121 小

喜多見 喜多見こどもクリニック 157-0067 世田谷区喜多見８－１９－１５　森田ビル２Ｆ 5727-1033 小

千歳台 ほった小児科クリニック 157-0071 世田谷区千歳台５－１８－１０ 5429-2807 小

橋本小児科医院 157-0072 世田谷区祖師谷３－３７－５ 3482-4668 小

うえだこどもクリニック 157-0072 世田谷区祖師谷４－２５－１９ 5429-2155 小

きぬた小児科クリニック 157-0073 世田谷区砧２－１６－２ 5727-3071 小

横井こどもクリニック 157-0073 世田谷区砧６－３２－３ 5494-8615 小

上川クリニック 157-0073 世田谷区砧６－２５－１３　メディカルコミュニティ砧３F 5727-0808 小脳

つじこどもクリニック 157-0073 世田谷区砧６－３３－５－２Ｆ 3749-3111 小

砧

成城

祖師谷

南烏山

小児科

上北沢

船橋

桜丘

経堂

赤堤

世田谷

太子堂

下馬

池尻
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太子堂 岡田整形外科 154-0004 世田谷区太子堂４－３０－２５ 3422-8877 整

上馬 上馬整形外科クリニック 154-0011 世田谷区上馬１－１３－１１ 3795-7162 整

医）凜誠会　かわにし整形外科クリニック 154-0012 世田谷区駒沢１－１９－８　アーバネスト駒沢１０１－１ 5875-1485 整

医）順勇会　駒沢あだち整形外科 154-0012 世田谷区駒沢１－３－１　駒沢グリーンビル３Ｆ 3424-3111 整

弦巻整形外科 154-0016 世田谷区弦巻３－８－８　 3420-5570 整

神谷整形外科・眼科 154-0016 世田谷区弦巻１－３５－２０ 6413-7111 整眼

世田谷１丁目整形外科 154-0017 世田谷区世田谷１－１５－１１ 3425-1921 整

香取整形外科 154-0017 世田谷区世田谷１－４２－１１ 3706-8000 整

豪徳寺 田渕整形外科クリニック 154-0021 世田谷区豪徳寺２－３１－８ 5451-7878 整

近藤整形外科 154-0022 世田谷区梅丘１－１３－４ 3706-7043 整

みやき整形外科・脊椎クリニック 154-0022 世田谷区梅丘１－２６－５－２Ｆ 5477-1154 整

若林 医）慶康会　高田整形外科 154-0023 世田谷区若林４－３１－４ 5779-6322 整

三軒茶屋整形外科・スポーツクリニック 154-0024 世田谷区三軒茶屋１－３７－２　三茶ビル４F 3487-8341 整

いとう整形外科 154-0024 世田谷区三軒茶屋１－３９－５－１０１ 3418-0203 整

下北沢整形外科ﾘｳﾏﾁ科ｸﾘﾆｯｸ 155-0031 世田谷区北沢２－１４－１０　こだまビル３Ｆ 6805-3038 整

さねみつ整形外科 155-0031 世田谷区北沢３－１－２　みなとビル１Ｆ 3485-1511 整

代沢 山手クリニック 155-0032 世田谷区代沢２－２８－１１ 5431-5228 整皮

代田 医）菅外科整形外科医院 155-0033 世田谷区代田１－１－５ 3414-5286 整

羽根木 山崎整形外科 156-0042 世田谷区羽根木１－２－２ 5376-3711 整

松原 矢島整形外科 156-0043 世田谷区松原２－３２－３２ 5300-6688 整

梶原クリニック 156-0043 世田谷区松原６－３５－６ 5301-5356 整内

医）プライマリーケアクリニック　　木内整形外科 156-0043 世田谷区松原１－３３－１０ 5301-0360 整内

白須賀歯科外科 156-0044 世田谷区赤堤３－１２－１８ 3328-1078 整

下高井戸整形外科 156-0044 世田谷区赤堤５－３０－１５－２Ｆ 5376-5420 整

宮坂 医）塚原整形外科 156-0051 世田谷区宮坂３－１３－１ 5450-3131 整

塚本整形外科医院 156-0052 世田谷区経堂４－１８－１ 3426-4970 整

経堂整形外科 156-0052 世田谷区経堂２－５－１６ 3439-8681 整

経堂リハビリ整形外科 156-0052 世田谷区経堂２－１４－１０－２Ｆ 3706-2211 整

たかの整形外科 156-0053 世田谷区桜３－１６－７ 6413-6585 整

河野整形外科 156-0053 世田谷区桜１－２９－１８ 3426-8255 整

桜丘 せきね整形外科 桜丘クリニック 156-0054 世田谷区桜丘３－１０－２２　ﾒﾃﾞｨｶﾙｳﾞｨﾚｯｼﾞ桜丘１F 5799-7468 整

社）循整会　世田谷人工関節・脊椎クリニック 157-0062 世田谷区南烏山６－３６－６　メディスクエア１Ｆ 5931-8756 整

小島整形外科 157-0062 世田谷区南烏山６－３－１４　池田快生堂ビル２Ｆ 3300-6000 整

芦花公園整形外科 157-0062 世田谷区南烏山１－１３－１２－３Ｆ 3290-1152 整

給田 いしばし整形外科給田診療所 157-0064 世田谷区給田３－２－１８ 5969-1484 整

成城 成城外科整形外科 157-0066 世田谷区成城２－３５－１８ 3417-0577 整

喜多見 徳永整形外科 157-0067 世田谷区喜多見８－１８－１０　小泉ビル２Ｆ 5494-7311 整

宇奈根 小泉整形外科医院 157-0068 世田谷区宇奈根３－１３－２１ 3417-4781 整

千歳台 医）理嶺会　つかもと整形外科醫院 157-0071 世田谷区千歳台２－１４－７千歳クリニックモール２Ｆ 5429-4970 整

医）健礼会  阿部整形外科 157-0073 世田谷区砧３－４－３－１Ｆ 5727-3725 整

うかり整形外科 157-0073 世田谷区砧６－２５－１３　メディカルコミュニティ砧２Ｆ 5494-5506 整

太子堂 石丸医院 154-0004 世田谷区太子堂２－９－２１ 5430-3738 外

若林 松陰外科胃腸科医院 154-0023 世田谷区若林５－１８－５ 3414-0694 外

三軒茶屋 奈良クリニック 154-0024 世田谷区三軒茶屋１－６－１ 5486-9550 外

代田 秋元クリニック 155-0033 世田谷区代田１－４５－３ 5430-0008 外

大原 いしい外科 156-0041 世田谷区大原１－２４－８ 5738-5577 外

赤堤 松原整形外科内科 156-0044 世田谷区赤堤４－２２－７ 5376-6200 外

宮坂 山田外科クリニック 156-0051 世田谷区宮坂３－４６－２ 3420-2704 外

南烏山 医）世田谷おがたブレストクリニック 157-0062 世田谷区南烏山５－１８－１３　モリツチビル２Ｆ 5384-5885 乳外内

成城 吉澤医院 157-0066 世田谷区成城１－２２－９ 3415-6556 外

砧 大蔵外科クリニック 157-0073 世田谷区砧７－１２－２３ 3416-3261 外

宮坂 榊原クリニック 156-0051 世田谷区宮坂３－１５－１３ 3706-9111 形

成城 村井形成外科クリニック 157-0066 世田谷区成城６－５－３４　成城コルティ３Ｆ 3482-3300 形

松原 明大前肛門医院 156-0043 世田谷区松原１－３１－２１ 3325-0742 肛内

南烏山

砧

三軒茶屋

梅丘

世田谷

弦巻

駒沢

桜

整形外科

外　科

形成外科

肛門科

経堂

赤堤

松原

北沢
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三軒茶屋メリーレディースクリニック 154-0004 世田谷区太子堂２－１５－１－２F 5433-1162 産

三軒茶屋ペルソナレディースクリニック 154-0004 世田谷区太子堂４－２６－１２－５Ｆ 5779-4888 婦

三軒茶屋ウィメンズクリニック 154-0004 世田谷区太子堂１－１２－３４－２Ｆ 5779-7155 婦

駒沢 こまざわレディースクリニック 154-0012 世田谷区駒沢１－１９－８　アーバネスト駒沢２F 6805-2881 産

梅丘 医）栄賢会　梅ヶ丘産婦人科 154-0022 世田谷区梅丘１－３３－３ 3429-6036 産

三軒茶屋 駅前三軒茶屋みずもとレディースクリニック 154-0024 世田谷区三軒茶屋１－３７－８－２Ｆ 6450-9114 婦

ともこレディースクリニック下北沢 155-0031 世田谷区北沢２－１２－４－３Ｆ 3795-7878 産

池ノ上産婦人科医院 155-0031 世田谷区北沢１－４１－６ 3467-4608 産

依田レディスクリニック 155-0031 世田谷区北沢２－２６－３　小川ビル２Ｆ 3469-0828 産

大原 杉山産婦人科 156-0041 世田谷区大原１－５３－１ 5454-8181 産

松原 田中産科婦人科 156-0043 世田谷区松原２－３０－６ 3321-0028 産

赤堤 医）青木産婦人科医院 156-0044 世田谷区赤堤５－３０－１５ 3327-0702 産

菊池産婦人科 156-0051 世田谷区宮坂３－２９－１ 3420-0727 産

めぐみウィメンズクリニック 156-0051 世田谷区宮坂３－１３－６　すずらん会館２F 5426-1177 産

経堂 波平レディスクリニック 156-0052 世田谷区経堂２－１７－１ 5477-0236 産

桜丘 ユリクリニック 156-0054 世田谷区桜丘２－２５－３ 3706-8224 婦

南烏山 医）社団ゆうわ会　ゆみこクリニック 157-0062 世田谷区南烏山５－１１－４　ＴＮビル２Ｆ 5314-3511 婦

成城 成城マタニティクリニック 157-0066 世田谷区成城１－１－２ 5727-5335 産

喜多見 藤沢クリニック 157-0067 世田谷区喜多見８－１８－１０　小泉ビル１階 5727-1212 産

砧 成城松村クリニック 157-0073 世田谷区砧８－２３－３ 5727-8144 婦

産婦人科／婦人科

北沢

太子堂

宮坂
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池尻 ふるはた皮ふ科クリニック 154-0001 世田谷区池尻２－３７－２１　アビタシオン池尻1F 3795-4112 皮

下馬 下馬皮膚科クリニック 154-0002 世田谷区下馬４－２０－４ 6479-4498 皮

三軒茶屋皮膚科クリニック 154-0004 世田谷区太子堂４－２０－２５ 3411-1167 皮

タナベ皮フ科クリニック 154-0004 世田谷区太子堂４－２６－１２－３Ｆ 3418-5711 皮

水野皮フ科 154-0004 世田谷区太子堂５－６－１８ 5486-3751 皮

医）博陽会　皮膚科石氏医院 154-0011 世田谷区上馬３－１６－７ 3422-2181 皮

駒沢皮膚科クリニック 154-0011 世田谷区上馬３－１８－１１　エルフレア駒沢３F 3413-6600 皮

皮フ科森戸医院 154-0011 世田谷区上馬２－３４－１ 3421-6850 皮

弦巻 つるまき皮膚科 154-0016 世田谷区弦巻４－２１－１大和田ビル１F 5426-4112 皮

世田谷 世田谷クリニック 154-0017 世田谷区世田谷２－４－２－２F 3426-2888 皮

土居皮膚科 154-0022 世田谷区梅丘２－１４－１１ 3420-3835 皮

うめがおか皮膚科 154-0022 世田谷区梅丘１－２５－１－２Ｆ 3425-2525 皮

若林 芹川皮膚科 154-0023 世田谷区若林２－１－９ 3414-5377 皮

三軒茶屋 伊藤医院 154-0024 世田谷区三軒茶屋１－３９－５－２０１　 3422-0663 皮

北沢 宇野皮膚科医院 155-0031 世田谷区北沢２－２０－１４ 3414-5488 皮

医）駒場皮膚科 155-0032 世田谷区代沢１－２３－１ 5779-1020 皮

大谷医院 155-0032 世田谷区代沢５－９－７ 3421-5691 皮

大原 田代医院 156-0041 世田谷区大原２－２６－９ 3321-1142 皮

明大前皮フ科 156-0043 世田谷区松原２－２９－１　ブランテラス松原２０２ 6379-4156 皮

松原皮フ科医院 156-0043 世田谷区松原２－３３－１９　フォルテ・メゾン１０３　 3327-1279 皮

東松原皮フ科 156-0043 世田谷区松原５－３－６ 3327-3151 皮

宮坂 原田皮膚科クリニック 156-0051 世田谷区宮坂３－１３－６　すずらん会館３Ｆ 5426-2109 皮

はやかわ皮フ科漢方クリニック 156-0052 世田谷区経堂１－１８－３ 4291-0666 皮

松村医院 156-0052 世田谷区経堂２－１－３３　経堂コルティ３Ｆ 3425-1212 皮

医）双輝会　経堂皮膚科・泌尿器科 156-0052 世田谷区経堂１－１９－８　経堂和田ビル４Ｆ 3429-4112 皮泌

マリア皮フ科クリニック 156-0053 世田谷区桜３－２－１７　DS桜ビル４－D 5477-1212 皮

ちとふな皮膚科クリニック 156-0054 世田谷区桜丘５－１７－１３　メローハイツヒロ１Ｆ 5426-1112 皮

船橋 柴田皮膚科クリニック 156-0055 世田谷区船橋１－３０－２　タイユービル２Ｆ 3439-7133 皮

上北沢 斎田皮膚科 156-0057 世田谷区上北沢３－３２－３ 3302-2523 皮

烏山皮膚科 157-0062 世田谷区南烏山５－１３－２　三松ビル３Ｆ 3300-1241 皮

おくだ皮膚科クリニック 157-0062 世田谷区南烏山５－２８－１ 5314-1250 皮

あおぞら皮膚科 157-0062 世田谷区南烏山６－３３－４ 3308-1112 皮

平井皮膚科医院 157-0062 世田谷区南烏山３－１６－１４ 3300-2660 皮

成城 成城皮膚科 157-0066 世田谷区成城２－３９－３　ＦＭビル３Ｆ 3417-5020 皮

喜多見 伊藤皮膚科クリニック 157-0067 世田谷区喜多見８－１９－１４－３０１ 5494-6261 皮

千歳台 千歳台きたのクリニック 157-0071 世田谷区千歳台５－１８－５ 5848-6035 皮

祖師谷みちクリニック 157-0072 世田谷区祖師谷１－１０－５－２F 6411-3383 皮

海野歯科医院 157-0072 世田谷区祖師谷３－５０－５ 3483-2922 皮

医）梨仁会　梨の花ひふ科 157-0073 世田谷区砧３－３－２－１F 5727-0107 皮

清水皮膚科医院 157-0073 世田谷区砧６－２９－４ 3417-5202 皮

野沢 こだいら泌尿器科 154-0003 世田谷区野沢３－２－８－１０１ 3410-2373 泌

北沢 医）間宮泌尿器科クリニック 155-0031 世田谷区北沢２－２－３　エルサントビル４Ｆ 3422-6006 泌

経堂

南烏山

皮膚科

泌尿器科

砧
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野沢耳鼻咽喉科 154-0003 世田谷区野沢３－３９－１２－１Ｆ 6805-5672 耳

水車橋クリニック 154-0003 世田谷区野沢３－９－１０－１０１ 5486-3387 耳眼

太子堂 山田耳鼻咽喉科 154-0004 世田谷区太子堂４－２３－１２ 井上ビル３Ｆ 3424-0506 耳

駒沢 ハゼヤマ耳鼻咽喉科医院 154-0012 世田谷区駒沢１－１８－７ 3422-1326 耳

おな耳鼻咽喉科 154-0017 世田谷区世田谷１－１５－１１－２Ｆ 5477-3301 耳

あさの耳鼻咽喉科 154-0017 世田谷区世田谷１－２３－１２　パレルミエール１F 5426-6784 耳

梅丘 いかり耳鼻咽喉科 154-0022 世田谷区梅丘１－２３－９　ゼンコウビル１Ｆ 3425-0187 耳

こいずみ耳鼻咽喉科医院 154-0023 世田谷区若林４－１９－１ 3419-5239 耳

小林耳鼻咽喉科医院 154-0023 世田谷区若林５－１４－４ 3413-2062 耳

三茶おはな耳鼻科 154-0024 世田谷区三軒茶屋１－１３－７－３F 3418-3387 耳

園田耳鼻咽喉科医院 154-0024 世田谷区三軒茶屋１－３５－２０ 5433-3318 耳

北沢 あじさか耳鼻咽喉科クリニック 155-0031 世田谷区北沢２－２６－２　鯵坂ビル２F 3467-4133 耳

代沢 ひらやまクリニック耳鼻咽喉科 155-0032 世田谷区代沢３－１２－２３ 5779-1835 耳

大原 耳鼻咽喉科久木元医院 156-0041 世田谷区大原１－５６－５ 3466-3723 耳

松原 いまじま耳鼻咽喉科 156-0043 世田谷区松原２－４１－１４ 5329-5630 耳

桜上水 斎藤クリニック 156-0045 世田谷区桜上水５－２０－１１ 3306-1133 耳

経堂耳鼻咽喉科 156-0052 世田谷区経堂２－１－３３　経堂コルティ３Ｆ 3425-3387 耳

経堂ファミリアクリニック 156-0052 世田谷区経堂２－６－３－１Ｆ 6432-6386 耳内

桜 まつがおか耳鼻咽喉科 156-0053 世田谷区桜３－２－１７　DS桜ﾋﾞﾙ４Ｆ 3420-8749 耳

桜丘 さくらがおか耳鼻咽喉科クリニック 156-0054 世田谷区桜丘２－２４－３　ＡＯビル１Ｆ 5799-3387 耳

千歳耳鼻咽喉科 156-0055 世田谷区船橋１－１－５ 3426-3387 耳

小山クリニック 156-0055 世田谷区船橋５－９－６ 3290-1133 耳

八幡山 はたのクリニック 156-0056 世田谷区八幡山１－１１－４ 3302-8443 耳

上北沢 耳鼻咽喉科大橋クリニック 156-0057 世田谷区上北沢４－１４－１０－４０２号 3306-1700 耳

南烏山 石戸谷耳鼻咽喉科 157-0062 世田谷区南烏山６－４－２９－３Ｆ 5315-3341 耳

給田 給田耳鼻咽喉科クリニック 157-0064 世田谷区給田３－３２－６ 3300-8711 耳

河野医院 157-0066 世田谷区成城２－２１－１ 3417-3387 耳

西城耳鼻咽喉科アレルギー科 157-0066 世田谷区成城２－４０－５－２Ｆ 3415-8749 耳

まついけ耳鼻咽喉科医院 157-0066 世田谷区成城６－１８－２０ 3484-1811 耳

喜多見やの耳鼻科 157-0067 世田谷区喜多見８－１８－１２ 6411-0322 耳

耳鼻咽喉科 弘重クリニック 157-0067 世田谷区喜多見８－１９－１４－４０１ 5494-6565 耳

千歳台 なでしこ耳鼻咽喉科 157-0071 世田谷区千歳台５－１８－１０ 5490-7545 耳

祖師谷 みわこ耳鼻咽喉科 157-0072 世田谷区祖師谷３－３３－８－２Ｆ 3789-8317 耳

砧 そしがや駅前耳鼻咽喉科クリニック 157-0073 世田谷区砧６－３３－５－１Ｆ 3749-8787 耳

耳鼻咽喉科

野沢

世田谷

若林

三軒茶屋

経堂

船橋

成城

喜多見
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下馬 奥ノ山医院 154-0002 世田谷区下馬２－２１－２６ 3411-0005 眼

野沢 野沢眼科 154-0003 世田谷区野沢３－３９－１２－２Ｆ 6805-5069 眼

三軒茶屋光寿眼科クリニック 154-0004 世田谷区太子堂４－１－１　キャロットタワー２F 3795-9001 眼

はるやま眼科 154-0004 世田谷区太子堂４－２３－１２　井上興行ビル５F 6453-2823 眼

田宮眼科 154-0012 世田谷区駒沢１－５－１３ 3487-7055 眼

駒沢なんば眼科 154-0012 世田谷区駒沢１－８－１８ 3422-5410 眼

あづみ眼科クリニック 154-0017 世田谷区世田谷３－１－２５　フローリッシュ世田谷１F 3427-5152 眼

小田島眼科クリニック 154-0017 世田谷区世田谷３－１２－１０　大井ビル１Ｆ 5799-3399 眼

豪徳寺眼科 154-0021 世田谷区豪徳寺１－２３－２１－１０１ 3429-1992 眼

医）亮明会　そが眼科クリニック 154-0021 世田谷区豪徳寺１－２８－１ 6804-4934 眼

梅丘 梅ヶ丘ひかり眼科 154-0022 世田谷区梅丘１－３２－２ 5799-6601 眼

もりもと眼科 154-0023 世田谷区若林４－２１－１５　みなとビル２Ｆ 5779-1177 眼

ひじかた眼科クリニック 154-0023 世田谷区若林２－３０－１３－１Ｆ 5431-6750 眼

武笠眼科医院 154-0024 世田谷区三軒茶屋１－４０－９ 3421-2679 眼

三軒茶屋眼科 154-0024 世田谷区三軒茶屋１－５－１４ 5432-4517 眼

ながもと眼科 154-0024 世田谷区三軒茶屋２－１４－８－４Ｆ 3411-0103 眼

佐々木眼科 155-0031 世田谷区北沢２－８－４　松田ビル２Ｆ 5790-2211 眼

よだ眼科クリニック 155-0031 世田谷区北沢２－２６－３　小川ビル２Ｆ 3469-0828 眼

東北沢眼科 155-0031 世田谷区北沢３－２－３　東北沢医療ビル２FA 6804-7011 眼

代田 羽根木の森アイクリニック 155-0033 世田谷区代田４－２６－４ 6265-8777 眼

大原 代田橋・眼科クリニック 156-0041 世田谷区大原２－２７－３１　マンション代田橋２０１ 6379-2568 眼

山形眼科クリニック 156-0043 世田谷区松原２－３９－１９ 3324-0765 眼

明大前西アイクリニック 156-0043 世田谷区松原２－４５－２　レインボー５９１ビル３０２　 5376-6688 眼

赤堤 小竹眼科 156-0044 世田谷区赤堤４－２３－５　カラーズガーデン１Ｆ 3327-8889 眼

経堂あそう眼科 156-0052 世田谷区経堂１－２２－１８ 6432-6555 眼

松生眼科医院 156-0052 世田谷区経堂４－２０－１ 3425-2615 眼

経堂こうづき眼科 156-0052 世田谷区経堂２－１－３３　経堂コルティ２Ｆ 5799-7276 眼

今井眼科 156-0052 世田谷区経堂２－１３－９ 3429-5335 眼

桜 世田谷さくら眼科 156-0053 世田谷区桜３－２－１７　DS桜ﾋﾞﾙ３Ｆ 6413-5318 眼

おまた眼科 156-0054 世田谷区桜丘２－２５－１４ 5451-7730 眼

髙橋眼科 156-0054 世田谷区桜丘２－１３－６ 3427-3151 眼

世田谷通り　おおさわ眼科 156-0054 世田谷区桜丘３－２６－４－２Ｆ 3429-1010 眼

船橋 関根眼科 156-0055 世田谷区船橋４－２３－２７ 3484-2288 眼

福地眼科 156-0057 世田谷区上北沢３－２０－２２－１F 3304-5586 眼

桂眼科クリニック 156-0057 世田谷区上北沢３－３３－１５ 3304-6200 眼

遠藤医院 157-0061 世田谷区北烏山６－２１－１５ 3300-8184 眼

医）下田緑眞会　千歳烏山アクアクリニック 157-0061 世田谷区北烏山９－１６－２３ 6909-1602 眼泌内

烏山眼科医院 157-0062 世田谷区南烏山５－１６－２０　２番館ハラジマビル３Ｆ 3308-0777 眼

芦花眼科 157-0062 世田谷区南烏山３－１９－６ 3326-1010 眼

アイリス眼科 157-0066 世田谷区成城６－１６－９　リズリ成城１Ｆ 3484-7373 眼

宇井眼科医院 157-0066 世田谷区成城７－１－３ 3484-5600 眼

あんどう眼科成城学園前クリニック 157-0066 世田谷区成城６－５－３４　成城ｺﾙﾃｨ３F 6411-5882 眼

喜多見眼科 157-0067 世田谷区喜多見８－１８－１０－３Ｆ 5494-7878 眼

荻野眼科醫院 157-0067 世田谷区喜多見８－１９－１４－２０１ 5494-6331 眼

千歳台 安藤アイクリニック 157-0071 世田谷区千歳台２－１４－７千歳クリニックモール３Ｆ 5429-0505 眼

砧ゆり眼科医院 157-0073 世田谷区砧４－１７－１０ 6805-8242 眼

もろ眼科クリニック 157-0073 世田谷区砧６－３９－７　桃李花ビル３Ｆ 5727-1234 眼

太子堂

駒沢

豪徳寺

世田谷

若林
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あいわクリニック 154-0012 世田谷区駒沢２－１１－５－６Ｆ 6413-8246 精心

駒沢メンタルクリニック 154-0012 世田谷区駒沢２－３１－１　駒沢そらビル２F 3414-8198 精心

三軒茶屋 三軒茶屋診療所 154-0024 世田谷区三軒茶屋２－１９－１６　 3421-6660 精心

北沢 こころとからだの訪問クリニック 155-0031 世田谷区北沢２－１－１－１０３ 6407-0984 精内

大原 くるみクリニック 156-0041 世田谷区大原２－２３－５ 3327-7462 神内

赤堤 下高井戸メンタルクリニック 156-0044 世田谷区赤堤４－４１－１０　第三通南ビル２Ａ 5300-8377 心内

宮坂 世田谷メンタルクリニック 156-0051 世田谷区宮坂２－２６－５ケンポドービル２Ｆ 3426-6811 心内

多賀谷医院 156-0053 世田谷区桜３－２６－１５ 3420-7020 精神

桜クリニック 156-0053 世田谷区桜３－９－１２ 3425-8744 精神

船橋 田鹿医院 156-0055 世田谷区船橋１－３０－３－１－Ｃ 3425-2778 心精

北烏山 こころのホームクリニック世田谷 157-0061 世田谷区北烏山３－５－９　日栄ビル２０１ 6909-1218 精心

南烏山 子どもと家族のメンタルクリニックやまねこ 157-0062 世田谷区南烏山４－１８－８ 6279-5722 精小

成城メンタルクリニック 157-0066 世田谷区成城６－１４－２ 5429-7622 神精

成城墨岡クリニック分院 157-0066 世田谷区成城２－２２－９ 3749-1122 精心

喜多見 石束クリニック 157-0067 世田谷区喜多見８－１８－１２－４Ｆ 6411-8739 精心

砧 地域ケアこころの診療所 157-0073 世田谷区砧８－５－１８　砧シンヨービル２０２ 5727-8346 精心

太子堂 パークサイド脳神経外科クリニック 154-0004 世田谷区太子堂１－３－３９－Ｂ１ 3414-3300 脳

世田谷 せたがや上町脳神経クリニック 154-0017 世田谷区世田谷２－４－２－４F・５Ｆ 5477-2020 脳

三軒茶屋 恩田メディカルプラザ 154-0024 世田谷区三軒茶屋２－１１－２０－５Ｆ 5726-9327 脳内小

船橋 世田谷脳神経外科クリニック 156-0055 世田谷区船橋５－３３－１５ 3306-0550 脳

池尻 古畑病院 154-0001 世田谷区池尻２－３３－１０ 3424-0705 病院

太子堂 青葉病院 154-0004 世田谷区太子堂２－１５－２ 3419-7111 病院

駒沢 財）平和協会　駒沢病院 154-0012 世田谷区駒沢２－２－１５　 3424-2515 病院

世田谷 世田谷中央病院 154-0017 世田谷区世田谷１－３２－１８ 3420-7111 病院

三軒茶屋第一病院 154-0024 世田谷区三軒茶屋１－２２－８ 5787-2211 病院

医）大坪会　三軒茶屋病院 154-0024 世田谷区三軒茶屋１－２１－５ 3410-7821 病院

東都三軒茶屋リハビリテーション病院 154-0024 世田谷区三軒茶屋１－２４－３ 5433-1211 病院

北沢 医）青泉会　下北沢病院 155-0031 世田谷区北沢２－８－１６ 3460-0300 病院

経堂 児玉経堂病院 156-0052 世田谷区経堂２－５－２１ 3420-1028 病院

桜丘 医）井上外科記念会 世田谷井上病院 156-0054 世田谷区桜丘４－２５－８ 3425-1817 病院

船橋 有隣病院 156-0055 世田谷区船橋２－１５－３８ 3482-3611 病院

北烏山 久我山病院 157-0061 世田谷区北烏山２－１４－２０ 3309-1111 病院

南烏山 医）下田緑眞会　世田谷北部病院 157-0062 世田谷区南烏山２－９－１７ 3308-5221 病院

上祖師谷 至誠会第二病院 157-8550 世田谷区上祖師谷５－１９－１ 3300-0366 病院

成城 医）九折会　成城木下病院 157-0066 世田谷区成城６－１３－２０ 3482-1702 病院

宇奈根 うなね杏霞苑 157-0068 世田谷区宇奈根３－１２－２９ 5494-5566 老健

脳神経外科

病　院
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三軒茶屋
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