令和3年度 胃がんリスク検診 実施施設
医療機関名

医療機関住所

お問合せ

赤塚医院

芝3-6-9 芝公園プラザビル2F

03-3451-3323

港三田クリニック

芝5-16-1

03-3456-3391

菅沼三田診療所

芝5-19-5JP田町1F

03-3452-1748

篠原医院

芝5-20-20

03-3451-0528

鈴木胃腸消化器クリニック

芝5-27-1

03-3455-6121

新田町ビル診療所

芝5-34-6-2F

03-3451-2619

しば胃腸こうもんクリニック

芝4-11-5

03-6453-9307

井上胃腸科内科医院

新橋1-11-3岩井ビル3階

03-3573-1690

岡野内科診療所

新橋1-18-14三洋堂本館ビル8階

03-3502-8060

ニュー新橋クリニック

新橋2-16-1ニュー新橋ビル4F

03-3580-6775

今井内科医院

新橋5-7-12 丸石新橋ビル2階

03-3432-2166

汐留みらいクリニック

新橋2-19-2-3F

03-3289-3381

芝診療所

新橋6-19-21

03-3431-7491

新橋田中内科

新橋2−16−1 ニュー新橋ビル319

03-3580-9466

松崎内科クリニック

新橋1-15-5

03-3591--7006

医療法人社団神州

千代ビル3階

ペルサビル9F

日比谷公園健診クリニック新橋1-18-1航空会館4階

明和ビル3階

03-3595-0781
03-3595-4976

新橋日比谷通りクリニック

新橋2-12-16

日産厚生会診療所

西新橋1-2-9

03-3504-3812

ムラタクリニック

西新橋2－16－5

03-5408-7511

虎の門小澤クリニック

西新橋1-20-3 虎ノ門法曹ビル1階

03-3507-1101

日比谷川畑診療室

西新橋1-3-1

03-3502-5711

西新橋スクエア3階

虎ノ門せりざわ内科

西新橋1-22-5モリヤビル2階

03-6257-3919

たまちホームクリニック

三田3-1-4

03-6435-2331

金杉橋クリニック

浜松町2-13-4 KTビル3F

03-3432-5721

おかだスマイルクリニック

浜松町2-3-1日本生命浜松町クレアタワー4階

03-6809-1725

浜松町メディカルクリニック

芝大門2-3-11芝清水ビル1階

03-6809-2152

藏本内科クリニック

芝公園1-7-15池田ビル1階

03-5733-3355

霞ヶ関診療所

虎ノ門1-1-18ヒューリック虎ノ門ビル2階

03-3501-7797

日比谷クリニック

虎ノ門1-1-20虎ノ門実業会館5階

03-3508-2508

神谷町クリニック

虎ノ門3-17-1 1階

03-3433-0343

虎ノ門とうまクリニック

虎ノ門1-1-16

03-3502-4081

城山ガーデン桜十字クリニック

虎ノ門4-3-1城山トラストタワー3階

03-3433-1911

虎ノ門中村クリニック

虎ノ門3-10-4 虎ノ門ガーデン103

03-6823-1409

南麻布医院

南麻布1-12-1

03-3452-3211

優里医院

南麻布4-11-30

西麻布インターナショナルクリニック

西麻布3-17-20 LY西麻布2F

03-6447-5966

元麻布ヒルズメディカルクリニック

元麻布1丁目3番3号 元麻布ヒルズフォレストウエストB1

03-3798-2525

神田第二クリニック

西麻布3-20-14

03-3402-0654

吉田医院

西麻布3-24-24

03-3408-1049

麻布光輝クリニック

西麻布3-3-2

03-6240-2912

ウスイ内科クリニック

西麻布3-2-21-5F

03-3401-0271

中村クリニック

六本木4-5-3

03-3401-8003

新赤坂クリニック

六本木5-5-1

六本木北浜診療所

六本木6-1-20

南麻布渋谷ビル７階

梅田ビル２F

ロアビル11F

六本木電気ビル2階

03-6450-3500

0357701257
03-3402-0792

六本木ファーストクリニック

六本木1-7-27

全特六本木ビルＥＡＳＴ1階

泉ガーデンクリニック

六本木1-6--3泉ガーデンウィングB1

03-5574-7788
03-5575-3888
03-5860-6935

モーニングクリニック六本木内科耳鼻咽喉科OR
六本木6-1-8

簗場ビルB1F

03-6721-1361

六本木ブレストレディースクリニック

六本木6-7-10

麻布医院

麻布十番1-11-1

馬場クリニック

麻布十番2-13-2 2F

03-3454-7788

草間かほるクリニック

麻布十番3-5-1-5F

03-5730-1926

中村麻布十番クリニック

麻布十番2-2-10麻布十番スクエア

03-5419-7300

大森真帆麻布十番クリニック

麻布十番1-5-9高橋ビル2階

03-6455-4317

古川医院

東麻布3-7-13

MD麻布2F

03-3583-2837

広尾かなもりクリニック

南麻布5-10-24

マリーゴールドクリニック

赤坂3-2-2-4階

03-3582-3131

永沢クリニック

赤坂3-5-2 ｻﾝﾖｰ赤坂ビル2階

03-3583-6710

赤坂中央クリニック

赤坂3-21-16

清水クリニック

赤坂4-4-11赤坂丹後町ビル1階

03-6441-0358

七番館クリニック

赤坂7-6-41-103

03-3584-7177

ふなきクリニック

赤坂3-15-9

03-3505-0300

赤坂おだやかクリニック

赤坂5-3-1赤坂Bizタワー アネックス2階

03-6234-0511

大星クリニック

赤坂2-9-11

03-6426-5933

赤坂内視鏡クリニック

赤坂3-5-5ストロング赤坂ビル5F

おおたけ消化器内科クリニック

赤坂6−3−20

山内ハートクリニック

南青山1-1-1新青山ビル西館3階

03-3475-1880

長谷クリニック

南青山1-1-1新青山ビル

03-3475-1781

エスティメゾン麻布十番3階

第二佐野ビル401

SKI赤坂ビル2階

萬屋ﾋﾞﾙ5F

オリックス赤坂2丁目ビルＢ1

HATビル4階

03-5545-8177

03-6408-0652

03-3582-4991

03-6441-2528
03-3588-1371

伸青山びる西館３階

03-3475-1181

新青山クリニック

南青山1-1-1

藤田クリニック

南青山2-22-19 アドバンテック南青山ビル7階

03-5772-7381

青山内科医院

南青山5-1-22-3F

03-3499-6500

青山天野クリニック

南青山5-10-19

南青山さとう内科

南青山6-12-11

03-3409-7150

南青山おおつかクリニック

南青山4-9-17

03-5786-3288

南青山内科クリニック

南青山7-8-8-101

03-6805-1836

仁保医院

北青山３-２-５ NH青山ビル3階

03-3401-1001

武村医院

北青山3-12-2

03-3407-7826

表参道内科眼科

北青山３－６－１６

三田国際ビルクリニック

三田1-4-28、三田国際ビル３階

03-3454-8614

三田ハウス内科クリニック

三田5-2-18-109

03-5443-3864

口羽医院

高輪3-7-7

03-3441-2819

東京高輪病院

高輪3-10-11

03-3443-9555

かがやき内科・糖尿病クリニック

高輪3-8-17 TK高輪ビル6階

03-3441-0398

城南高輪クリニック

高輪3-5-20 グランドメゾン高輪台1F

03-3441-0435

白金クリニック

白金６－２２－１２

03-3441-3408

もとやまクリニック

白金1-8-9

03-3473-2866

白金三光クリニック

白金１－２５－３１レジデンス白金１０２

03-6456-4350

都ホテル東京メディカルクリニック

白金台1-1-50-B1F

03-3473-1651

石原内科クリニック

白金台4-2-11

03-5423-5560

鈴木医院

白金台4-12-11

03-3441-6668

白金台診療所

白金台5-18-6

03-3473-4741

青山真洋ビル6F

表参道サンケイビル３階

ピアース高輪1F

白金台クレスト3階

03-5485-1114

03-5466-9971

白金坂の上診療所

白金台4-7-8 2F

03-3447-3232

白金タワークリニック

白金1-17-1白金タワー106

03-5789-3882

品川ハートメディカルクリニック

高輪2-15-11

03-5422-8841

高輪内科クリニック

高輪1－16－4

03‐3449‐6748

白金台おがわクリニック

白金台3-8-3

03-6447-7081

たくま内科・神経内科クリニック

麻布十番1−7−1

ありいずみ内科

芝浦３－１１－８ ミナトヤビル３F

03-5419-7881

芝浦アイランド内科クリニック

芝浦4-20-4 芝浦アイランドブルームホームズ2階

03-5730-0221

有明みんなクリニック田町芝浦院

芝浦3-2-28

東京港診療所

海岸3-9-5-2階

03-3451-4620

浜松町ハマサイトクリニック

海岸1-2-20

03-5413-0049

竹芝水辺のクリニック

海岸1-10-30

若田クリニックシティタワー品川

港南4-2-6-201

03-3471-2972

品川港南クリニック

港南2-4-7

03-3472-0085

品川イーストクリニック

港南2－15－2

ワールドシティ益子クリニック

港南4-6-7 キャピタルタワー3階

03-5783-0331

品川シーズンテラス健診クリニック

港南1丁目20番70号

03-3452-3382

品川ストリングスクリニック

港南2-16-1-307

03-3471-3014

お台場クリニック

台場1-5-7-105

03-5531-0731

高輪ホワイトマンション105

MGB麻布十番ビル4階

HTアジール芝浦1階

汐留ビルディング2階

アトレ竹芝タワー棟3F

品川インターシティB棟2階

品川シーズンテラス5階

03-6434-7478

03-6722-6300

03-3432-3232

03-5783-5521

