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 明治大学ホームページでは、学生健康保険・学内診療所・学生定期健康診断・

学生教育研究災害傷害保険（学研災）等の情報を見ることができます。ご活用く

ださい。  
 
 
 

ホホーームムペペーージジ紹紹介介  

「健康管理・保険」のページは→

こちら 
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11  学学生生健健康康保保険険互互助助組組合合ととはは  

２２  組組合合員員ににつついいてて  

３３  組組合合費費ににつついいてて  

４４  組組合合員員証証ににつついいてて  

５５  健健康康保保険険証証ににつついいてて  

ⅠⅠ  学学生生健健康康保保険険ととそそのの利利用用方方法法 
  
 

1964年（昭和39年）4月に創設された学生健康保険組合（学生健保）は、本学に在学する全学生の

「相互扶助の精神」に基づき、万一の病気やケガによる学生の経済的負担を軽減するために、一定額

の給付を行い、相互に救済することを目的とする“互助組織”として発足しました。2011年4月1日に

名称を『学生健康保険互助組合』に改正しました。 
  
 

本学に在籍する学部、大学院の全学生が入学と同時に組合員となります。休学期間中も組合員とし

ての資格はありますが、卒業・退学・除籍等で本学の学生でなくなったときは、その翌日から資格を

失います。 
※卒業後に協定医療機関を利用した場合は、自己負担になりますのでご注意ください。 

 
 

年間組合費3,000円（保険料2,600円＋管理費400円）は、毎年学費とともに納入します。 

 
 

組合員証は「学生証」が兼用され、組合員証番号は学生番号と同一です。 
組合員証の有効期間は、入学日（4月入学者：4月1日、9月入学者：9月20日）から卒業日（3月卒業

者：3月26日、9月卒業者：9月19日）までです。 
※年度により卒業日（卒業式の日付）が異なることがありますので、学年暦でご確認ください。 
※組合員証（学生証）裏面の有効期限シールで在籍を確認しますので、毎年必ず更新してください。

有効期限内でない場合は給付対象外となりますのでご注意ください。 

 
 

2021年10月20日以降、マイナンバーカードが健康保険証として利用できるようになりまし

たが、マイナンバーカードの利用可否は医療機関によって異なり、従来通り「健康保険証」

の提示が必要な医療機関もあります。  
マイナンバーカードが健康保険証として使える（オンライン資格確認を導入している）医

療機関等の一覧は厚生労働省ホームページに掲載されていますので、事前に確認してくださ

い。  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

厚生労働省ホームページはこちら→

https://www.mhlw.go.jp/stf/index_16743.html
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６６  利利用用ででききるる医医療療機機関関 

７７  利利用用方方法法 

 
 
(1) 協 定 医 療 機 関  

本学の各キャンパス、全国主要都市の医療機関と 
 特別に医療契約を結び、学生健保の協定医療機関と 
 して、組合員の疾病治療をお願いしています。 

協定医療機関以外では、学生健保は利用できません

（ただし、入院する場合を除く⇒P5参照）。 
※協定医療機関の情報に変更等があった場合は大学 

ホームページ（学生健保ニュース）でお知らせします。 
 

(2) 学 内 診 療 所  

４キャンパスに診療所があります（⇒P7～10参照）。 
 
 
 
(1) 協 定 医 療 機 関  

受付に有効な学生証と健康保険証を提示す

れば、「外来診療」の医療費（保険診療のうち

の自己負担分。下図参照）は組合員に代わり、

学生健保が直接医療機関に支払うため、組合

員の自己負担はありません。 
 
 
 
 
 
※1 受診に際しては予約が必要な医療機関がありますのでご注意ください。 
※2 受診当日に有効な学生証・健康保険証のいずれか一方でも提示できない場合は、学生健保の 

適用対象外となります。 
※3 「外来診療」に限ります。入院分は退院後に申請することで一部給付が受けられます（P5参照）。 
※4 調剤薬局で院外処方される薬（内服薬・外用薬・注射薬等すべて）にかかる費用は自己負担

です。 
 

(2) 学 内 診 療 所           

学内にある４キャンパスの診療所は、有効な「学生証」を窓口に提示することで、自己

負担なく受診できます（下図参照）。  
 

医医療療費費のの負負担担のの仕仕組組みみ 
                                医 療 費（保険診療） 

(1)協定医療機関 
一般の健康保険負担  

（70％）  
学生健保負担  

（30％）  
     本人の 
   自己負担なし  

 

(2)学内診療所 
学生健保負担  

（70％）  
大学負担  
（30％）  

     本人の 
   自己負担なし  

 
 

全全国国１１５５３３ヶヶ所所  

協定医療機関で受診 ※1 

 
受付で有効な「学生証」と「健康保険証」を提示 ※2 

 
診察・治療（外来診療）※3 

 
会計（保険診療分の自己負担なし）※4 

 

（東京都・神奈川県内 ８８44ヶ所） 

４ 

１0 

１26 

１２ 

1 
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８８  給給付付のの対対象象  

９９  給給付付対対象象外外  

 
 
協定医療機関の全診療科目（外来の保険診療）が対象です。 
※入院については協定医療機関か否かに関わらず、退院後の申請により保険診療の自己負担分の一部

を給付します（⇒P5参照）。 
 
 
 
 

1. 協定医療機関に有効な学生証・健康保険証を提示しないで受診し、すでに支払いが済んだ医療費 

2. 医師の紹介状なしで 200 床以上の医療機関を利用した場合の初診時の保険外併用療養費※ 

3. 時間外（外来診療時間外・休日・深夜）に医療機関を受診し、緊急性を認められなかった場合の時

間外選定療養費 

4. 健康診断・人間ドック・予防接種 

5. 診断書等の各種文書料 

6. 入院時の食事療養費、その他差額ベッド代等自己負担となる費用 

7. 自費扱いの PCR・抗原・抗体検査 

8. 美容を目的とした形成・整形手術、インプラント、歯科矯正、ホワイトニング等 

9. 交通事故によるケガ 

10. 故意の事故、けんか、酒酔い等によるケガおよび疾病 

11. 正常な妊娠、分娩にかかる診療 

12. 公費で治療を受けたとき（自己負担分を除く） 

13. 海外でのケガおよび疾病 

14. 労災の対象となるアルバイト中のケガなど 

15. その他、自由診療に該当するもの 

 
※初診時の「保険外併用療養費」（医療機関により「選定療養費」の名称）について 

  200 床以上の大病院では、「医師の紹介状なし」で受診した場合、「保険外併用療養費」が発生し

ます。この料金は給付対象外ですので、全額自己負担となります。金額は医療機関ごとに異なりま

すので、協定医療機関案内の備考欄で確認してください。 
  また、その医療機関の初診から未受診期間が「一定期間」を超えると紹介状が必要となり、紹介

状がない場合は再度「保険外併用療養費」が発生します。この「一定期間」は医療機関ごとに異な

るので、詳細は各医療機関にご確認ください。 
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  1100  申申請請にによよるる給給付付ににつついいてて  
 
以下の給付制度があります。申請は各キャンパス学生支援事務室・中野教育研究支援事務室で 

受け付けます。 

給給付付のの  
種種類類  

対対象象  
申申請請期期限限  

（（卒卒業業年年次次生生はは  
卒卒業業日日ままでで））  

給給付付額額  必必要要書書類類  

特特  別別  入入  院院  
給給  付付  金金  

医療機関（協定・ 
非協定にかかわらず） 

に入院した場合 

退院後 
６ヶ月以内 

保険診療の 
自己負担分 

※１００円未満 
切り捨て 

※月額上限 5 万円 

○ 特別入院給付申請書 
○ 明細式領収書コピー 
○ 通帳またはキャッシュ

カードのコピー 
○ 振込依頼書 

出出  産産  祝祝  金金  
組合員または 

その配偶者の出産 

出産または
退院後 

６ヶ月以内 

１万円 
※子の人数に 
 かかわらず 

○ 出産祝金申請書 
○ 母子手帳の 

出生届済証明コピー 
○ 明細式領収書コピー 
○ 通帳またはキャッシュ

カードのコピー 
○ 振込依頼書 

ココルルセセッットト  
給給  付付  金金  

医師の指示により 
治療用装具を作成した
場合（外部業者が作成
したもの。コルセット

に限らない。） 

装具着用ま
たは退院後
６ヶ月以内 

自己負担の３割 
※100 円未満 

切り捨て 

○ コルセット給付申請書 
○ 医師の指示書コピー 
○ 治療用装具代金の 

明細式領収書コピー 
○ 通帳またはキャッシュ

カードのコピー 
○ 振込依頼書 

 

弔弔 慰慰 金金 組合員の死亡 ——— ２万円 
○  弔慰金申請書  
（組合員の所属事務室が 

申請手続きをします。） 
 

注注意意事事項項  

○ 特別入院給付金について 

・月をまたいで入院した場合は、申請書は１枚にまとめ、領収書は月ごとに提出してください。 

・領収書の内容をもとに給付額を算出しますので、濃くコピーをとってください。 

  ○ 卒業年次生は、卒業日までに申請してください（３月２６日または９月１９日）。 

※年度により卒業日（卒業式の日付）が異なることがありますので、学年暦でご確認ください。 

○ 各種申請書・振込依頼書は各キャンパス学生支援事務室・中野教育研究支援事務室で配付して 

おり、所属キャンパス以外でも申請を受け付けます。 

○ 申請書は大学ホームページからも印刷できます。 

明治大学TOP＞学生生活＞健康管理・保健＞学生健康保険互助組合＞ 

申請による給付 

○ 申請書に必要事項を記入のうえ、各キャンパス学生支援事務室・ 

中野教育研究支援事務室へご提出ください。窓口での提出が難しい 

場合には、郵送による申請も受け付けます。 

○ 給付額決定通知は特に行いません。給付金振込をもって通知に代えさせていただきます。 
 

「申請による給付」 
案内はこちら↓ 

https://www.meiji.ac.jp/campus/gaku_ken/shinsei.html
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1111  学学生生保保険険委委員員会会ににつついいてて  

  

明治大学学生保険委員会は、1964年に、全

学生の「相互扶助の精神」に基づき創設され

た、明治大学学生健康保険互助組合の組合員

（全学生）を代表する機関です。“明治大学生

の健康増進”を目標に、活動の一環として、医

療給付の周知、予防給付の企画・運営、健康に

関する広報誌の発行など実施しています（下

記参照）。2023年度も保険委員を募集します。

詳細は、Oh-o!Meiji等でお知らせします。 

 

 

 

 

 

 

 

予防給付活動として、一人ひとりが自分の健康に関心を持ち、いっそうの健康増進をはかるために、

次のような活動を計画しています。 
 

《過年度活動実績》  
● １００円朝食・無料ランチ（全キャンパス） ● 明大祭企画（和泉キャンパス） 
● 風邪･感染症予防キャンペーン（全キャンパス） ● 広報誌（M-KENPO）発行（年2回）等 

 
☆保険委員会では“健康”をテーマにした企画の提案に興味がある学生を大募集します。 
☆過年度の企画にとらわれず、新しい企画を実施することも可能です。 

  

1122  事事務務取取扱扱いいににつついいてて  
  

学生健康保険に関する事務は各キャンパス学生支援事務室・中野教育研究支援事務室で取り扱いま

す。利用方法、手続き等について不明な点がありましたら遠慮なくお問い合わせください。また、「申

請による給付」の申請書類配付・受け付けも行っています。 

  

キキャャンンパパスス  
（（事事務務室室））  平平  日日  土土曜曜日日  

駿河台  
（学生支援事務室） 9：30～17：00 9：30～12：00 

和 泉  
（和泉学生支援事務室） 

9：00～11：30 

12：30～17：00 
9：00～12：00 

生 田  
（生田学生支援事務室） 

8：30～11：30 

12：30～16：30 
8：30～12：00 

中 野  
（中野教育研究支援事務室） 

9：00～11：30 

12：30～17：30 
9：00～12：30 

 

 ※事務取扱時間に変更が生じる場合には、大学ホームページ等でお知らせします。 

 

募 集 対 象：全学生（学部・大学院） 

活 動 場 所：学内（4 キャンパス） 

活 動 日：委員で相談して決定 

部 室：【駿河台】10号館214 

【和 泉】第二学生会館 2308 

部 室：【生 田】部室センター408 

問い合わせ：meiji-kenpo@hotmail.com 

@kenpomeiji 

学生保険委員会 HP 
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ⅡⅡ  学学  内内  診診  療療  所所 
診療所を利用する際は必ず「学生証」を提示してください。 

 
    11  駿駿河河台台キキャャンンパパスス（（明明治治大大学学診診療療所所））  

  

診診療療受受付付時時間間  

 
9：30～12：00 13：30～16：30 

月・水・木 内 科 内 科 

火・金 外 科 外 科 

※土曜日9：00～12：30は、看護職による健康相

談を実施します。 
※必要な治療によっては学外の医療機関の受診を案

内する場合があります。 
○診療所には身長計・体重計・自動血圧計が設置して

あり、自由に使用できますので、健康管理に役立て

てください。 

  

【【「「健健康康診診断断証証明明書書」」等等のの取取扱扱いいににつついいてて】】  

○大学所定様式「健康診断証明書（和文）」について 

・当該年度の学生定期健康診断を受診・終了した学生を

対象に発行します。 

・取得方法は次の通りです。 

 卒業年次生：証明書自動発行機およびコンビニエン

スストア※から取得できます。 

 卒業年次生以外：原則として、所属キャンパス学内診

療所における内科診察受診日の翌日以降、証明書自

動発行機およびコンビニエンスストア※から取得で

きます。 

まずは左表の「内科」受付時間に受診してください。  

・発行開始日は、卒業年次生は５月中旬から、卒業年次

生以外は原則として、内科診察受診日の翌日です。 

※詳細については、大学ホームぺージの証明書発行案

内を確認してください。 

〇その他の証明書について 

 証明書の種類によっては学内発行ができない場合が

ありますので、事前に診療所へ確認してください。 
 
連連絡絡・・問問いい合合わわせせ先先  
  Tel 03-3296-4452 

学生支援事務室（学生健保） 

リバティタワー３階 

03-3296-4212・4479 

学生保険委員会部室 

１０号館２14 

明治大学診療所 

大学会館２階 

03-3296-4452 
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    22  和和泉泉キキャャンンパパスス（（和和泉泉診診療療所所）） 
  

診診療療受受付付時時間間  

 
9：30～12：00 13：30～16：30 

月 
休 診 

（看護職対応のみ） 内 科 

火～金 内 科 内 科 

 ※金曜日午後は、14：00～16：30 
 ※土曜日9：00～12：30は、看護職による健康相

談を実施します。 
 

〇待合室には身長計・体重計・自動血圧計が設置して

あり、自由に使用できますので、健康管理に役立て

て下さい。 

 
 
 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

学生保険委員会部室 

第二学生会館２308 

【【「「健健康康診診断断証証明明書書」」等等のの取取扱扱いいににつついいてて】】  

○大学所定様式「健康診断証明書（和文）」について 

・当該年度の学生定期健康診断を受診・終了した学生を

対象に発行します。 

・取得方法は次の通りです。 

 卒業年次生：証明書自動発行機およびコンビニエン

スストア※から取得できます。 

 卒業年次生以外：原則として、所属キャンパス学内診

療所における内科診察受診日の翌日以降、証明書自

動発行機およびコンビニエンスストア※から取得で

きます。 

まずは左表の「内科」受付時間に受診してください。

・発行開始日は、卒業年次生は５月中旬から、卒業年次

生以外は原則として、内科診察受診日の翌日です。 

※詳細については、大学ホームぺージの証明書発行案

内を確認してください。 

〇その他の証明書について 

 証明書の種類によっては学内発行ができない場合が

ありますので、事前に診療所へ確認してください。 
 
連連絡絡・・問問いい合合わわせせ先先  
  Tel 03-5300-1179 

和泉学生支援事務室 

第一校舎１F 

03-5300-1176 

 

和泉診療所 

第一校舎２F 

03-5300-1179 
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    33  生生田田キキャャンンパパスス（（生生田田診診療療所所）） 
 
診診療療受受付付時時間間  

 
9：30～12：00 13：30～16：30 

月～金 内 科 内 科 

 ※土曜日8：30～12：00は、看護職による健康相

談を実施します。 
 
○待合室には身長計・体重計・自動血圧計が設置して

あり、自由に使用できますので、健康管理に役立て

てください。 

 

 

 

 

 

 

 
 

生田学生支援事務室 

中央校舎１F 

044-934-7579 

 

生田診療所 

中央校舎２F 

044-934-7611 

学生保険委員会部室 

部室センター408 

【【「「健健康康診診断断証証明明書書」」等等のの取取扱扱いいににつついいてて】】  

○大学所定様式「健康診断証明書（和文）」について 

・当該年度の学生定期健康診断を受診・終了した学生を

対象に発行します。 

・取得方法は次の通りです。 

 卒業年次生：証明書自動発行機およびコンビニエン

スストア※から取得できます。 

 卒業年次生以外：原則として、所属キャンパス学内診

療所における内科診察受診日の翌日以降、証明書自

動発行機およびコンビニエンスストア※から取得で

きます。 

まずは左表の「内科」受付時間に受診してください。

・発行開始日は、卒業年次生は５月中旬から、卒業年次

生以外は原則として、内科診察受診日の翌日です。 

※詳細については、大学ホームぺージの証明書発行案

内を確認してください。 

〇その他の証明書について 

 証明書の種類によっては学内発行ができない場合が

ありますので、事前に診療所へ確認してください。 
 
連連絡絡・・問問いい合合わわせせ先先  
  Tel 044-934-7611 



 - 10 - 

 
    44  中中野野キキャャンンパパスス（（中中野野診診療療所所））  

  

診診療療受受付付時時間間  

 
9：30～12：00 13：30～16：30 

月・火・

木・金 
内 科 内 科 

※水曜日及び土曜日は休診です（看護職による健康

相談のみ）。 
 開室時間は次のとおりです。 
 水曜日 9:00～12:30／13:30～17:00 

 土曜日 9:00～12:30 

※開室日時が変更となる場合があります。 
 詳細は、診療所ホームページや診療所前の掲示を

ご確認ください。 
○待合室には身長計・体重計・自動血圧計が設置して

あり、自由に使用できますので、健康管理に役立て

てください。 

 
 

低層棟３F 

中野教育研究支援事務室 03-5343-8058  

中野診療所       03-5343-8078 

【【「「健健康康診診断断証証明明書書」」等等のの取取扱扱いいににつついいてて】】  

○大学所定様式「健康診断証明書（和文）」について 

・当該年度の学生定期健康診断を受診・終了した学生を

対象に発行します。 

・取得方法は次の通りです。 

 卒業年次生：証明書自動発行機およびコンビニエン

スストア※から取得できます。 

 卒業年次生以外：原則として、所属キャンパス学内診

療所における内科診察受診日の翌日以降、証明書自

動発行機およびコンビニエンスストア※から取得で

きます。 

まずは左表の「内科」受付時間に受診してください。

・発行開始日は、卒業年次生は５月中旬から、卒業年次

生以外は原則として、内科診察受診日の翌日です。 

※詳細については、大学ホームぺージの証明書発行案

内を確認してください。 

〇その他の証明書について 

 証明書の種類によっては学内発行ができない場合が

ありますので、事前に診療所へ確認してください。 
 
連連絡絡・・問問いい合合わわせせ先先  

  Tel 03-5343-8078 
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11  東東京京都都・・神神奈奈川川県県内内  協協定定医医療療機機関関一一覧覧

ⅢⅢ  協協定定医医療療機機関関  

  

「No.」は病院番号 ※英語「○」は英語診療可、「＊」は診療科目等によって異なるため個別にご確認ください。 
※200床「○」は初診時に「保険外併用療養費」が発生します。詳しくはP4をご確認ください。 

※変更が生じる場合がありますので、利用する前に大学ホームページ（学生健保ニュース）

をご確認ください。 

所在地 № 医 療 機 関 英語 歯科 200床

千代田 

1 明和病院 

2 杏雲堂病院 ＊ 

3 駿河台診療所 ○ 

4 井上眼科病院 

5 お茶の水・井上眼科クリニック 

6 松翁会診療所・歯科診療所 ＊ ○ 

7 飯田橋ガーデンクリニック 

文京 8 日本医科大学付属病院 ○ ○ 

中央 9 東銀座クリニック 

目黒 

10 東邦大学医療センター大橋病院 ＊ ○ 

11 八木医院 

12 八木クリニック 

13 自由が丘メディカルプラザ 

品川 
14 昭和大学病院 ＊ ○ 

15 昭和大学病院附属東病院 ＊ 

大田 

16 東邦大学医療センター大森病院 ○ 

17 昭和大学歯科病院 ○ ○ 

18 昭和大学歯科病院内科クリニック ○ 

新宿 

19 東京医科大学病院 ○ 

20 東京女子医科大学病院 ＊ ○ ○ 

21 三越診療所 ＊ 

世田谷 

22 自由ヶ丘メンタルクリニック 

23 明大前整形外科クリニック ○ 

24 明大前西アイクリニック ○ 

25 明大前クリニック 

26 明大前メンタルクリニック 

27 はたのクリニック ＊ 

28 山手クリニック ＊ 

29 昭和大学附属烏山病院 

杉並 

30 救世軍ブース記念病院 

31 浜田山病院 ＊ 

32 ひろ永福クリニック 

33 荻窪病院 ○ 

34 河北総合病院本院 ＊ ○ 

35 河北総合病院分院 ＊ 

36 河北サテライトクリニック ＊ 

37 河北ファミリークリニック南阿佐谷 ＊ 

38 杉並堀ノ内クリニック ＊ 

39 永福町いまい皮膚科・形成外科 

40 阿佐ヶ谷駅前眼科 

中野 
41 新渡戸記念中野総合病院 ＊ ○ 

42 クリニックヨコヤマ ○ 

所在地 № 医 療 機 関 英語 歯科 200床

中野 43 中野眼科 ○

豊島 44 鬼子母神診療所 ＊ ○ 

板橋 

45 小豆沢病院 ○ 

46 坂下診療所 

47 愛誠病院 ○ 

48 下赤塚診療所 

練馬 

49 練馬総合病院 ○ ○ 

50 練馬第一診療所 

51 練馬第二診療所 

北 52 西ヶ原病院 ＊ 

足立 53 東京女子医科大学附属足立医療センター ＊ ○ ○ 

葛飾 

54 篠原診療所 

55 下千葉診療所 

56 金町診療所 

台東 57 松田歯科医院 ○ 

江戸川 58 西葛西・井上眼科病院 ○ 

三鷹 59 三鷹病院 

東村山 60 東京白十字病院 

府中 61 斎藤病院 

調布 
62 調布北口歯科医院 ○ 

63 澤歯科医院 ＊ ○ 

多摩 

64 田村クリニック ＊ 

65 田村クリニック２ 

66 めぐみクリニック 

八王子 
67 南大沢メディカルプラザ ＊ 

68 南大沢メディカルプラザ２ 

川崎 

69 日本医科大学武蔵小杉病院 ＊ ○ 

70 武田病院 

71 小野歯科医院 ○ ○ 

72 宮部耳鼻咽喉科医院 ○ 

73 岸内科胃腸科医院 

74 聖マリアンナ医科大学病院 ○ ○ 

75 多摩ファミリークリニック ○ 

76 石田整形外科 ○ 

77 たま皮膚科 

78 川崎・多摩アイクリニック 

79 はるひ野皮フ科クリニック ○ 

80 はるひ野整形外科 

横浜 

81 横浜市立市民病院 ○ ○ ○ 

82 昭和大学藤が丘病院 ○ 

83 昭和大学藤が丘ﾘﾊﾋﾞﾘﾃｰｼｮﾝ病院 

横須賀 84 横須賀市立市民病院 ○ ○ 

「学生健保ニュース」はこちら→

https://www.meiji.ac.jp/campus/gaku_ken/gakunews.html


常磐線

総武線

埼京線・京浜東北線

都営三田線

東武東上線

西武池袋線

西武新宿線

中央線

京王線

小田急線

田園都市線

東横線

京浜東北線
東海道本線

京浜急行本線

山手線

松戸

千葉

上野

秋葉原

東京

飯田橋 御茶ノ水

巣鴨

池袋

新宿

渋谷

品川

中野

明大前

向ヶ丘遊園

生田

横浜

大宮

立川

※　　はキャンパス所在地です。
※（　）内は病院番号です。
※アンダーラインは歯科（含）です。
※路線表示は簡略化してありますので、
　各医療機関の紹介ページをご覧ください。

自由が丘

西葛西
東京メトロ東西線

●金町診療所（56）

●篠原診療所（54）
●下千葉診療所（55）

●東京女子医科大学附属
　　足立医療センター（53）

●小豆沢病院（45）

●西ヶ原病院（52）

●松田歯科医院（57）

●松翁会診療所・歯科診療所（6）

●東銀座クリニック（9）

●日本医科大学付属病院（8）

●明和病院（1）
●杏雲堂病院（2）

　　●飯田橋
ガーデンクリニック（7）

●鬼子母神診療所（44）

●坂下診療所（46）

●愛誠病院（47）

●下赤塚診療所（48）

●練馬第一診療所（50）

●練馬総合病院（49）
●練馬第二診療所（51）

●東京医科大学病院（19）

●三越診療所（21）

●東京白十字病院（60）

●荻窪病院（33）

河北総合病院（34・35）●

●救世軍ブース記念病院（30）●三鷹病院（59） ●杉並堀ノ内
　　クリニック（38）
●浜田山病院（31）

●ひろ永福
　　クリニック（32）●斎藤病院（61）

●澤歯科医院（63）
●はたのクリニック（27）

●調布北口歯科医院（62）

●田村クリニック（64）
●田村クリニック２（65）
●めぐみクリニック（66）●南大沢メディカルプラザ（67）

●南大沢メディカルプラザ２（68）

●小野歯科医院（71）
●宮部耳鼻咽喉科医院（72）
●岸内科胃腸科医院（73）
●石田整形外科（76）
●たま皮膚科（77）

●昭和大学藤が丘病院（82）
●昭和大学藤が丘リハビリテーション病院（83）

●聖マリアンナ医科大学病院（74）

●武田病院（70）

●東邦大学医療センター大橋病院（10）

●八木医院（11）
●八木クリニック（12）
●自由が丘メディカルプラザ（13）
●自由ヶ丘メンタルクリニック（22）

●日本医科大学武蔵小杉病院（69）

●横浜市立市民病院（81）

●東邦大学医療センター大森病院（16）

●昭和大学病院（14）
●昭和大学病院附属東病院（15）
●昭和大学歯科病院（17）

●横須賀市立市民病院（84）

●新渡戸記念中野総合病院（41）

●井上眼科病院（4）
●お茶の水・井上眼科クリニック（5）

●山手クリニック（28）

●多摩ファミリークリニック（75）

●はるひ野皮フ科クリニック（79）
●はるひ野整形外科（80）

●西葛西・井上眼科病院（58）

●昭和大学歯科病院内科クリニック（18）

●東京女子医科大学病院（20）

●クリニックヨコヤマ（42）
●中野眼科（43）

永福町いまい皮膚科・形成外科（39）●

河北ファミリークリニック南阿佐谷（37）●

阿佐ヶ谷駅前眼科（40）●

●駿河台診療所（3）

河北サテライトクリニック（36）●

昭和大学附属烏山病院（29）●

●川崎・多摩アイクリニック（78）

●明大前整形外科クリニック（23）
●明大前西アイクリニック（24）
●明大前クリニック（25）
●明大前メンタルクリニック（26）
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沿線別協定医療機関一覧（キャンパス周辺および通学地区） 
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沿線別協定医療機関マップ（東京都・神奈川県内）
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  22  東東京京都都・・神神奈奈川川県県外外  協協定定医医療療機機関関一一覧覧  

 「No.」は病院番号 ※英語「○」は英語診療可、「＊」は診療科目等によって異なるため個別にご確認ください。 
※200床「○」は初診時に「保険外併用療養費」が発生します。詳しくはP4をご確認ください。 
※歯科「＊」は紹介状等が必要なため個別にご確認ください。 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

※変更が生じる場合がありますので、利用する前に大学ホームページ（学生健保ニュース） 
をご確認ください。 

 

都道府県 № 医 療 機 関 英語 歯科 200床 

北海道 

85 市立函館病院   ○ ○ 

86 小樽市立病院     ○ 

87 市立旭川病院 ＊ ○ ○ 

88 市立室蘭総合病院     ○ 

89 市立釧路総合病院 ○ ○ ○ 

90 帯広協会病院 ○   ○ 

91 北見赤十字病院 ＊ ○ ○ 

92 留萌市立病院     ○ 

93 王子総合病院   ○ ○ 

94 市立稚内病院     ○ 

95 名寄市立総合病院     ○ 

96 市立根室病院       

青森県 
97 青森市民病院 ○ ○ ○ 

98 八戸赤十字病院 ＊ ○ ○ 

岩手県 99 岩手県立中央病院 ＊ ○ ○ 

宮城県 
100 仙台南病院       

101 東北医科薬科大学病院 ○ ○ ○ 

山形県 

102 山形済生病院 ○   ○ 

103 山形市立病院済生館   ○ ○ 

104 篠田総合病院 ＊ ○ ○ 

福島県 

105 大原記念財団 大原綜合病院 ○ ○ ○ 

106 大原医療センター ＊     

107 済生会福島総合病院     ○ 

茨城県 108 水戸済生会総合病院 ○ ○ ○ 

栃木県 109 うつのみや病院       

群馬県 
110 群馬中央病院 ＊ ○ ○ 

111 原町赤十字病院      

千葉県 

112 坂の上外科 ○     

113 高根台病院       

114 山田医院       

115 越後貫医院       

116 君津中央病院大佐和分院 ＊     

山梨県 117 山梨病院       

長野県 118 長野県立信州医療センター ＊   ○ 

新潟県 
119 長岡赤十字病院 ○ ○ ○ 

120 知命堂病院       

都道府県 № 医 療 機 関 英語 歯科 200床 

富山県 121 富山市立富山市民病院  ○ ○ 

石川県 
122 石川県済生会金沢病院 ○   ○ 

123 金沢市立病院     ○ 

福井県 124 福井県済生会病院 ＊   ○ 

岐阜県 
125 朝日大学病院 ○ ＊ ○ 

126 馬渕消化器内科クリニック       

静岡県 127 静岡市立静岡病院    ○ 

愛知県 128 中京病院 ＊ ○ ○ 

三重県 129 市立四日市病院   ○ ○ 

京都府 130 堀川病院・クリニックほりかわ       

兵庫県 
131 神戸中央病院   ○ ○ 

132 姫路聖マリア病院 ＊  ○ 

島根県 133 松江市立病院 ○ ○ ○ 

岡山県 

134 川崎医科大学総合医療センター ＊ ○ ○ 

135 川崎医科大学附属病院 ＊ ○ ○ 

136 津山中央クリニック       

137 新見中央病院       

山口県 138 下関市立市民病院   ○ ○ 

香川県 139 香川県済生会病院 ＊     

愛媛県 
140 松山赤十字病院 ○ ＊ ○ 

141 済生会松山病院 ＊     

高知県 142 高知医療センター ○ ○ ○ 

福岡県 

143 北九州総合病院救命救急センター ○   ○ 

144 北九州八幡東病院     ○ 

145 福岡赤十字病院 ○ ○ ○ 

146 北九州若杉病院     ○ 

佐賀県 147 佐賀中部病院 ＊     

長崎県 148 済生会長崎病院 ○   ○ 

大分県 149 九州大学病院 別府病院 ＊     

鹿児島県 

150 済生会鹿児島病院      

151 鹿児島県立大島病院   ○ ○ 

152 宮上病院       

沖縄県 153 潮平病院       

 

「学生健保ニュース」はこちら→ 

https://www.meiji.ac.jp/campus/gaku_ken/gakunews.html
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33  東東京京都都・・神神奈奈川川県県内内  協協定定医医療療機機関関案案内内  

11  医医療療法法人人財財団団同同仁仁記記念念会会  明明和和病病院院   MMeeiiwwaa  HHoossppiittaall  
 
（（住住所所･･電電話話））〒101-0041 千代田区神田須田町1-18       TEL 03-3251-0263 
（（診診療療科科目目））内科・呼吸器内科・消化器内科（内視鏡）・人工透析・皮膚科・漢方外来 

ペインクリニック外科・リハビリテーション科 
（（受受付付時時間間））月～金 9:00～11:45／13:00～16:45、土 9:00～11:45 

皮膚科…水・金 9:00～11:45 
（（休休  診診  日日））土(午後)・日・祝日  
（（交交通通機機関関））JR御茶ノ水駅  徒歩15分、都営新宿線  小川町駅・岩本町駅  徒歩4分  

東京メトロ銀座線・丸の内線  淡路町駅  徒歩4分  
（（備備    考考））皮膚科・泌尿器科受診希望の方は電話にてご確認ください。  
（（ＵＵ  ＲＲ  ＬＬ））http://www.meiwahp.com 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
22  公公益益財財団団法法人人佐佐々々木木研研究究所所附附属属  杏杏雲雲堂堂病病院院  KKyyoouunnddoo  HHoossppiittaall    ((EEnngg..))      

 
（（住住所所･･電電話話））〒101-0062 千代田区神田駿河台1-8       TEL 03-3292-2051（代表）

（（診診療療科科目目））内科･リウマチ科・循環器内科・呼吸器内科・消化器外科・婦人科  
消化器内科・放射線科・整形外科・消肝内科・乳腺外科・泌尿器科  
腫瘍内科・糖尿病内科・皮膚科・脳神経内科  

（（受受付付時時間間））月～金 8:30～15:30、土 8:30～11:30 
（診療科によって異なりますのでお問い合わせください）  

（（休休  診診  日日））日・祝日・年末年始（12/29～1/3）第2・4・5土(午前)、土(午後) 
（（交交通通機機関関））JR御茶ノ水駅  徒歩3分  
（（備備    考考））曜日に限らず受診の際は、診療を行っていない日もありますので、ホームペ

ージで診療日割表などをご確認の上、ご来院ください。 
予約優先や完全予約があります。 

（（ＵＵ  ＲＲ  ＬＬ））https://www.kyoundo-hospital.jp/ 
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33  医医療療法法人人財財団団駿駿愛愛会会  駿駿河河台台診診療療所所  SSuurruuggaaddaaii  CClliinniicc    EEnngg..      
 
（（住住所所･･電電話話）） 〒101-0062 千代田区神田駿河台2-1-45 ニュー駿河台ビル5階  

TEL 03-3219-1121
（（診診療療科科目目）） 内科・消化器内科・内視鏡内科・心療内科  
（（受受付付時時間間）） 9:30～13:00／14:00～17:30 
（（休休  診診  日日））  土・日・祝日  
（（交交通通機機関関）） JR中央線 御茶ノ水駅 徒歩1分  

東京メトロ丸の内線 御茶ノ水駅 徒歩8分  
東京メトロ千代田線 新御茶ノ水駅 徒歩3分  
東京メトロ半蔵門線、都営新宿線・三田線 神保町駅 徒歩8分   

（（備備    考考））  —— 
（（ＵＵ  ＲＲ  ＬＬ）） https://www.sunaikai.jp/ 

 
 

44  医医療療法法人人社社団団済済安安堂堂  井井上上眼眼科科病病院院  IInnoouuyyee  EEyyee  HHoossppiittaall 

 
（（住住所所･･電電話話）） 〒101-0062 千代田区神田駿河台4-3     TEL 03-3295-0911（代表） 
（（診診療療科科目目）） 眼科（予約制） 

※予約・受付の際に明治大学の学生であることをお伝えください。 
（（受受付付時時間間）） 月～土 9:00～11:00／13:30～16:00 
（（休休  診診  日日））  日・祝日・年末年始  
（（交交通通機機関関）） JR中央線・総武線 御茶ノ水駅 聖橋口 徒歩1分 

東京メトロ千代田線 新御茶ノ水駅 B1出口 徒歩1分 
（（備備    考考））  予約制（急患等の当日受診は必ず事前に電話連絡のこと）  
（（ＵＵ  ＲＲ  ＬＬ）） https://www.inouye-eye.or.jp/hospital/ 
 
 
 
 
 



 - 17 -

55  医医療療法法人人社社団団済済安安堂堂  おお茶茶のの水水・・井井上上眼眼科科ククリリニニッックク    
OOcchhaannoommiizzuu  IInnoouuyyee  EEyyee  CClliinniicc 

 
（（住住所所･･電電話話））〒101-0062 千代田区神田駿河台4-3 TEL 03-3295-0190（代表） 

新お茶の水ビルディング18F、19F、20F  TEL 03-3295-0923（予約専用） 
（（診診療療科科目目））眼科（予約制） 

※予約・受付の際に明治大学の学生であることをお伝えください。 
（（受受付付時時間間））【19F 一般眼科・専門外来】 月～土  8:30～11:30（初診11:00まで）／ 

  13:00～16:00（初診16:00まで） 
【18F コンタクトレンズ外来】月～水 10:30～12:30／14:00～16:30 
 木・金 10:30～12:30／14:00～18:00 

※コンタクト装用未経験者は17:00
まで 

  土   9:30～12:00／13:00～16:30 
診療受付時間が変更となる場合がございます。詳しくはホームページをご確

認ください。 
（（休休  診診  日日））日・祝日・年末年始  
（（交交通通機機関関））JR中央線・総武線 御茶ノ水駅 聖橋口 徒歩1分 

東京メトロ千代田線 新御茶ノ水駅 B1出口 徒歩1分 
（（備備    考考））予約制（急患等の当日受診は必ず事前に電話連絡のこと） 
（（ＵＵ  ＲＲ  ＬＬ））https://www.inouye-eye.or.jp/clinic/ 
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66  一一般般財財団団法法人人  松松翁翁会会  松松翁翁会会診診療療所所･･松松翁翁会会歯歯科科診診療療所所    ((EEnngg..))      歯歯    

SShhoouuoohhkkaaii  FFoouunnddaattiioonn  SShhoouuoohhkkaaii  CClliinniicc・・DDeennttaall  CClliinniicc  
 

（（住住所所･･電電話話））〒100-0004 千代田区大手町1-5-5 大手町タワー 地下1F 
 TEL 03-3201-3361（診療所） TEL 03-3201-3362（歯科）  

（（診診療療科科目目））内科・婦人科（女性外来）・皮膚科・歯科  
（（受受付付時時間間））内科    9:00～12:00／13:30～17:00 

女性外来 火・水・木（午前）※予約制  
皮膚科    月・金 14:00～16:30  
歯科   9:00～19:00 ※予約制  

（（休休  診診  日日））土・日・祝日  
（（交交通通機機関関））東京メトロ・都営地下鉄各線 大手町駅 直結  

JR 東京駅 丸の内北口 徒歩4分  
（（備備    考考））—— 
（（ＵＵ  ＲＲ  ＬＬ））https://shouohkai.or.jp/ 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

77  飯飯田田橋橋ガガーーデデンンククリリニニッックク  II iiddaabbaasshhii  GGaarrddeenn  CClliinniicc    
  
（（住住所所･･電電話話）） 〒102-0072 千代田区飯田橋3-10-10 ガーデンエアタワー2F  

飯田橋メディカルモール      TEL 03-5276-2160 
（（診診療療科科目目）） 精神科・心療内科  
（（受受付付時時間間）） 月・水・木 13:30～15:30／16:30～18:30、火 10:30～13:00／14:30～18:30、

金 12:00～14:00／15:00～18:30 
（（休休  診診  日日））  土・日・祝日  
（（交交通通機機関関）） JR総武線 水道橋駅 西口 徒歩3分 

JR・地下鉄東西線 飯田橋駅 徒歩5～8分 
（（備備    考考）） 予約必要 
（（ＵＵ  ＲＲ  ＬＬ）） http://www.gardenclinic.jp/ 
 

 
 
 

（ガーデンエアタワー
                   （KDDI本社ビル）2F）
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88  日日本本医医科科大大学学付付属属病病院院  NNiippppoonn  MMeeddiiccaall  SScchhooooll  HHoossppiittaall    EEnngg..      220000床床   

 
（（住住所所･･電電話話））〒113-8603 文京区千駄木1-1-5         TEL 03-3822-2131 
（（診診療療科科目目））全科（歯科を除く）  
（（受受付付時時間間））8:00～11:00／11:30～15:00、土  11:30～14:00 

（診療科によっては診療日の指定および初診予約が必要な場合があ

りますので、詳しくは各診療科へお問い合わせください）  
（（休休  診診  日日））日・祝日・創立記念日（4/15を含む週の土曜日）・年末年始（12/30～1/4）

（（交交通通機機関関））東京メトロ千代田線 千駄木駅または根津駅 徒歩8分  
都営三田線  白山駅  徒歩10分、東京メトロ南北線  東大前駅  徒歩6分  

（（備備    考考））200床以上の病院のため、初診時の保険外併用療養費（7,700円）は自己負担。

（（ＵＵ  ＲＲ  ＬＬ））https://www.nms.ac.jp/hosp 
 

 
 
  

99  東東銀銀座座ククリリニニッッククHHiiggaasshhiiGGiinnzzaa  CClliinniicc     

 
（（住住所所･･電電話話））〒104-0061 中央区銀座4-12-15 歌舞伎座タワー16F  TEL 03-5565-5533 

                        FAX 03-5565-5530 
（（診診療療科科目目））心療内科・精神科・内科  
（（受受付付時時間間））月・金  10:00～13:00／15:00～18:00／18:00～20:00 

火・土  10:00～13:00 
水  10:00～13:00／15:00～18:00 

（（休休  診診  日日））木・日・祝日  
（（交交通通機機関関））東京メトロ日比谷線・都営浅草線  東銀座駅  ③出口 直結  
（（備備    考考））—— 
（（ＵＵ  ＲＲ  ＬＬ））https://www.higashiginzaclinic.com 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

日本医科大学 
付属病院 

東銀座クリニック 
（歌舞伎座タワー16F） 

 ※地下鉄東銀座駅 ③出口から直結 
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1100  東東邦邦大大学学医医療療セセンンタターー大大橋橋病病院院    ((EEnngg..))      220000床床    
TToohhoo  UUnniivveerrssiittyy  OOhhaasshhii  MMeeddiiccaall  CCeenntteerr 

 
（（住住所所･･電電話話）） 〒153-8515 目黒区大橋2-22-36           TEL 03-3468-1251 
（（診診療療科科目目）） 循環器内科・消化器内科・呼吸器内科・腎臓内科・脳神経内科 

糖尿病･代謝内科・小児科・外科・脳神経外科・整形外科・心臓血管外科 
皮膚科・泌尿器科・眼科・耳鼻咽喉科・放射線科・麻酔科 
リハビリテーション科・形成外科・産婦人科・リウマチ膠原病痛風センター

（（受受付付時時間間）） 月～金 8:30～11:30／13:30～15:30、土 8:30～11:30 
（（休休  診診  日日））  第3土・日・祝日・創立記念日（6/10）・年末年始  
（（交交通通機機関関）） JR渋谷駅西口よりバス  

東急バス三軒茶屋方面行き 3つ目「大橋」バス停下車 徒歩6分  
東急田園都市線 池尻大橋駅 北口下車 徒歩3分  
京王井の頭線 駒場東大前駅 下車 徒歩10分  

（（備備    考考））  200床以上の病院のため、初診時の選定療養費（7,700円）、再診時の選定療

養費（3,300円）は自己負担。時間外選定療養費（8,800円）は自己負担。 
初診時は、他医療機関からの「紹介状」を持参することをおすすめします。

（（ＵＵ  ＲＲ  ＬＬ）） http://www.ohashi.med.toho-u.ac.jp/ 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
1111  八八木木医医院院  YYaaggii  II iinn 

 
（（住住所所･･電電話話）） 〒152-0035 目黒区自由が丘3-8-4         TEL 03-3718-3401 
（（診診療療科科目目）） 内科・内分泌･糖尿病内科  
（（受受付付時時間間）） 月・火・金・土 10:00～12:30／15:30～18:30 

水 10:00～12:30 
（（休休  診診  日日））  木・日・祝日  
（（交交通通機機関関）） 東急東横線 自由が丘駅 徒歩4分  
（（備備    考考））  予約優先のため受診前に電話予約をお願いします。甲状腺の院内迅速検査希

望の方は予約の30分前に来院してください。 
（（ＵＵ  ＲＲ  ＬＬ）） https://www.yagi-iin-jiyugaoka.com 
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1122  八八木木ククリリニニッッククYYaaggii  CClliinniicc 

 
（（住住所所･･電電話話））〒152-0035 目黒区自由が丘2-16-26 1F     TEL 03-3717-2283 
（（診診療療科科目目））内科・婦人科  
（（受受付付時時間間））9:00～12:00／16:00～17:30 
（（休休  診診  日日））水・土（午後）・日・祝日  
（（交交通通機機関関））東急東横線 自由が丘駅 徒歩2分  
（（備備    考考））—— 
（（ＵＵ  ＲＲ  ＬＬ））—— 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
1133  医医療療法法人人社社団団めめぐぐみみ会会  自自由由がが丘丘メメデディィカカルルププララザザ    

JJiiyyuuggaaookkaa  MMeeddiiccaall  PPllaazzaa 

 
（（住住所所･･電電話話））〒152-0035 目黒区自由が丘2-11-16 日能研自由が丘ビル2F 

TEL 03-6421-1080 
（（診診療療科科目目））内科・消化器内科・循環器内科・糖尿病内科・内分泌代謝内科  
（（受受付付時時間間））月～金 9:00～12:30／14:00～17:30 土  9:00～12:30／14:00～16:30 

 日 9:00～10:00        祝日 9:00～12:00 
※診療科目により診察日・時間が異なります。ホームページ等でご確認くだ

さい。 
（（休休  診診  日日））年末年始  
（（交交通通機機関関））東急東横線・東急大井町線 自由が丘駅 徒歩2分 
（（備備    考考））予約優先  
（（ＵＵ  ＲＲ  ＬＬ））http://www.jiyugaokamp.com 
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1144  昭昭和和大大学学病病院院  SShhoowwaa  UUnniivveerrssiittyy  HHoossppiittaall    ((EEnngg..))      220000床床   

 
（（住住所所･･電電話話）） 〒142-8666 品川区旗の台1-5-8      TEL 03-3784-8000（代表）

（（診診療療科科目目）） 呼吸器･アレルギー内科・糖尿病･代謝･内分泌内科・腎臓内科・消化器内科・血液

内科・循環器内科・小児循環器内科・腫瘍内科・感染症内科・東洋医学科・緩和

医療科・精神神経科・呼吸器外科・心臓血管外科・小児心臓血管外科・消化器･一

般外科・乳腺外科・小児外科・脳神経外科・リハビリテーション科・形成外科・

産婦人科・眼科・小児科・耳鼻咽喉科・皮膚科・泌尿器科・放射線科・放射線治

療科・麻酔科・救急診療科・救命救急科・臨床病理診断科・歯科（入院患者用）・

食道がんセンター・脊椎外科センター・頭頸部腫瘍センター 
※

 
線 …一部の専門外来以外は「昭和大学病院附属東病院」で診療を行っています。

（（受受付付時時間間）） 初診 8:00～11:00（診療時間は8:30～17:00）紹介状持参の場合は14:00まで。

（（休休  診診  日日））  日・祝日・創立記念日（11/15）・年末年始（休診日は変更となる可能性があ

りますので、ホームページにてご確認ください） 
（（交交通通機機関関）） 東急池上線・大井町線 旗の台駅 東口 徒歩5分  

※ご来院の際は、公共交通機関をご利用ください。  
（（備備    考考）） 紹介状のない初診時の選定療養費（7,700円）は自己負担。 

時間外受診時（休日又は17:00～翌8:30）の時間外選定療

養費（8,800円）は自己負担。  
（（ＵＵ  ＲＲ  ＬＬ）） http://www.showa-u.ac.jp/SUH/index.html 
 
1155  昭昭和和大大学学病病院院附附属属東東病病院院    ((EEnngg..))    
  SShhoowwaa  UUnniivveerrssiittyy  HHoossppiittaall  EEaasstt  BBrraanncchh 

（（住住所所･･電電話話）） 〒142-0054 品川区西中延2-14-19     TEL 03-3784-8000（代表）

（（診診療療科科目目）） リウマチ･膠原病内科・脳神経内科・眼科・整形外科・精神神経科 
麻酔科（ペインクリニック）・睡眠医療センター・呼吸ケアセンター 

（（受受付付時時間間）） 初診  月～土 8:00～11:00 
予約外 月～土 8:30～11:00 

（（休休  診診  日日））  日・祝日・創立記念日（11/15）・年末年始  
（（交交通通機機関関）） 東急池上線 荏原中延駅  徒歩8分  

東急池上線･大井町線 旗の台駅 東口 徒歩7分  
※ご来院の際は、公共交通機関をご利用ください。  

（（備備    考考））  精神神経科は事前予約が必要。  
時間外（休日又は17:00～翌8:30）の時間外選定療養費（8,800円）は、  
自己負担。  

（（ＵＵ  ＲＲ  ＬＬ）） http://www.showa-u.ac.jp/SUHE/ 
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1166  東東邦邦大大学学医医療療セセンンタターー大大森森病病院院    220000床床    
TToohhoo  UUnniivveerrssiittyy  OOmmoorrii  MMeeddiiccaall  CCeenntteerr 

 
（（住住所所･･電電話話））〒143-8541 大田区大森西6-11-1        TEL 03-3762-4151 
（（診診療療科科目目））      全科  
（（受受付付時時間間））      初診 8:30～11:00 
（（休休  診診  日日））第3土・日・祝日・創立記念日（6/10）・年末年始 

※第3土曜日以外、不定期にて休診日あり 
（（交交通通機機関関））      JR蒲田駅からバス 大森駅行、「東邦大学」下車 
            京浜急行線 梅屋敷駅 徒歩7分 
（（備備    考考））200床以上の病院のため、初診時の選定療養費（7,700円）、再診時の選定療養

費（3,300円）、時間外・休日に受診した場合の時間外選定療養費（8,800円）

は自己負担。 
（（ＵＵ  ＲＲ  ＬＬ））http://www.omori.med.toho-u.ac.jp/  
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1177  昭昭和和大大学学歯歯科科病病院院      EEnngg..      歯歯   

SShhoowwaa  UUnniivveerrssiittyy  DDeennttaall  HHoossppiittaall 

  
（（住住所所･･電電話話）） 〒145-8515 大田区北千束2-1-1         TEL 03-3787-1151 
（（診診療療科科目目）） 歯科・矯正歯科・小児歯科・歯科口腔外科  
（（受受付付時時間間）） 初診 8:30～11:30／13:00～15:00 

※口腔外科のみ 8:30～11:30 
（（休休  診診  日日））  日・創立記念日（11/15）・年末年始（12/29～1/3）  
（（交交通通機機関関）） 東急大井町線  北千束駅  徒歩5分  

目黒線  洗足駅  徒歩3分  
（（備備    考考））  祝日は、休診の場合や診療体制の異なる場合があるため、お問い合わ

せください。  
（（ＵＵ  ＲＲ  ＬＬ）） http://www.showa-u.ac.jp/SUHD/ 
  

 
 
 
 

 
1188  昭昭和和大大学学歯歯科科病病院院内内科科ククリリニニッックク    EEnngg..    

SShhoowwaa  UUnniivveerrssiittyy  DDeennttaall  HHoossppiittaall  MMeeddiiccaall  CClliinniicc  
 
（（住住所所･･電電話話）） 〒145-8515 大田区北千束2-1-1     TEL 03-3787-1151（代表）  
（（診診療療科科目目）） 内科  
（（受受付付時時間間）） 8:30～11:30／14:00～16:00 
（（休休  診診  日日））  土・日・創立記念日（11/15）・年末年始（12/29～1/3）  
（（交交通通機機関関）） 東急大井町線  北千束駅  徒歩5分  

目黒線  洗足駅  徒歩3分  
（（備備    考考））  祝日は、休診の場合や診療体制の異なる場合があるため、お問い合わ

せください。  
（（ＵＵ  ＲＲ  ＬＬ）） http://www.showa-u.ac.jp/SUHD/n_clinic/ 
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1199  東東京京医医科科大大学学病病院院  TTookkyyoo  MMeeddiiccaall  UUnniivveerrssiittyy  HHoossppiittaall    220000床床   

 
（（住住所所･･電電話話））〒160-0023 新宿区西新宿6-7-1         TEL 03-3342-6111 
（（診診療療科科目目））      歯科を除く全科（ただし、抜歯等の外科処置は行います。）  
（（受受付付時時間間））      初診受付 8:00～11:00／13:00～14:30 （土 8:00～11:00）  

科によって異なるためお問い合わせください。 
（（休休  診診  日日））第2･4土・日・祝日・創立記念日（4月第3土）・年末年始（12/29～1/3） 
（（交交通通機機関関））      JR新宿駅 徒歩10分、私鉄各線 新宿駅 徒歩10分  
      都営地下鉄大江戸線 都庁前駅 徒歩5分  
      東京メトロ丸の内線 西新宿駅 徒歩1分  
（（備備    考考））200床以上の病院のため、初診時の保険外併用療養費7,700円（税込）、 

時間外選定療養費11,000円（税込）は自己負担。 
（（ＵＵ  ＲＲ  ＬＬ））http://hospinfo.tokyo-med.ac.jp/  

 
 

2200  東東京京女女子子医医科科大大学学病病院院    ((EEnngg..))      歯歯      220000床床    
TTookkyyoo  WWoommeenn’ss  MMeeddiiccaall  UUnniivveerrssiittyy  HHoossppiittaall 

 
（（住住所所･･電電話話））〒162-8666 新宿区河田町8-1          TEL 03-3353-8111 
（（診診療療科科目目））      全科（歯科を含む）  
（（受受付付時時間間））      初診 7:30～11:00 

再診（予約なし）7:30～11:00 
  （予約あり）7:30～16:00 

       ＊第3土曜を除く土曜日は11:00まで  
（（休休  診診  日日））第3土・日・祝日・創立記念日（12/5）・年末年始（12/30～1/4）  
（（交交通通機機関関））      JR新宿駅西口小田急ハルク前 都営バス(宿74・宿75)「東京女子医大前」下車 
      都営新宿線 曙橋駅 徒歩約12分  
      都営大江戸線 若松河田駅 徒歩約5分  
（（備備    考考））200床以上の病院のため、初診時の保険外併用療養費（8,800円）、時間外選

定療養費（8,800円）は自己負担。初診時は外来診療予約を取ってから来院さ

れるとスムーズに診療が可能です。（外来診療予約）03-3353-8138 
英語診療の可否については科によって異なりますので、事前にお問い合わせください。 

（（ＵＵ  ＲＲ  ＬＬ））http://www.twmu.ac.jp/info-twmu/ 
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2211  公公益益財財団団法法人人三三越越厚厚生生事事業業団団  三三越越診診療療所所    ((EEnngg..))    
MMiittssuukkoosshhii  HHeeaalltthh  AAnndd  WWeellffaarree  FFoouunnddaattiioonn 

 
（（住住所所･･電電話話））〒160-0023 新宿区西新宿1-24-1 エステック情報ビル5F 
                             TEL 03-5990-5351 
（（診診療療科科目目））      一般内科・乳腺科（完全予約制）・神経内科（木のみ） 
（（受受付付時時間間））      8:50～12:50／13:50～17:00、土（第2・4のみ）8:50～12:15 
（（休休  診診  日日））第1･3･5土・日・祝日 
（（交交通通機機関関））      JR新宿駅 西口 地下道E39 徒歩5分 
（（備備    考考））曜日により診療科目が異なりますので、事前にお問い合わせください。 
（（ＵＵ  ＲＲ  ＬＬ））http://www.mhwf.or.jp/clinic/ 
 

 
 

 
2222  自自由由ヶヶ丘丘メメンンタタルルククリリニニッックク  JJiiyyuuuuggaaookkaa  MMeennttaall  CClliinniicc 

 
（（住住所所･･電電話話））〒158-0083 世田谷区奥沢5-27-15 自由ヶ丘ソレイユビル3F 
                            TEL 03-3718-2762 
（（診診療療科科目目））      神経科・精神科・心療内科  
（（受受付付時時間間））      （昼の部）10:00～14:00／（夕方の部）16:00～19:00 ※土は昼の部のみ 
（（休休  診診  日日））木・日・祝日  
（（交交通通機機関関））      東急東横線・大井町線 自由が丘駅 徒歩1分  
（（備備    考考））予約優先 
（（ＵＵ  ＲＲ  ＬＬ））http://www.mental-cl.com 
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2233  明明大大前前整整形形外外科科ククリリニニッックク ススポポーーツツ関関節節鏡鏡セセンンタターー      EEnngg..    

MMeeiiddaaiimmaaee  OOrrtthhooppeeddiicc  CClliinniicc  //  AARR--EExx  SSppoorrttss  MMeeddiiccaall  GGrroouupp  
  

（（住住所所･･電電話話））〒156-0043 世田谷区松原1-38-25 TEL 03-6304-7681 
（（診診療療科科目目））      整形外科  
（（受受付付時時間間））      月・火・木・金 9:00～11:30／15:00～18:00 

水    9:00～11:30／15:00～17:30 
土    9:00～11:30／14:00～16:30 

（（休休  診診  日日））日・祝日  
（（交交通通機機関関））      京王線 明大前駅 徒歩2分  
（（備備    考考））予約優先 インターネットで24時間予約可 
（（ＵＵ  ＲＲ  ＬＬ））http://ar-ex.jp/meidaimae/ 

 
 

2244  明明大大前前西西アアイイククリリニニッックク    EEnngg..    
MMeeiiddaaiimmaaee  NNiisshhii  EEyyee  CClliinniicc  ((OOpphhtthhaallmmoollooggyy)) 

 
（（住住所所･･電電話話））〒156-0043 世田谷区松原2-45-2 レインボー591ビル3F 
（（診診療療科科目目））      眼科                    TEL 03-5376-6688 
（（受受付付時時間間））      10:00～12:45／14:30～17:15 
（（休休  診診  日日））木・土（午後）・日・祝日  
（（交交通通機機関関））      京王線・井の頭線 明大前駅 徒歩1分  
（（備備    考考））初めてのコンタクトレンズ処方および眼底検査の場合、12:00、16:30受付終

了 
（（ＵＵ  ＲＲ  ＬＬ））http://meidaimae-eyeclinic.com 

 

明大前整形外科クリニック 
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2255  明明大大前前ククリリニニッックク  MMeeiiddaaiimmaaee  CClliinniicc 

 
（（住住所所･･電電話話））〒156-0043 世田谷区松原2-42-14 美鈴Sビル1F 101 TEL 03-5376-2281 
（（診診療療科科目目））      内科・循環器科・皮膚科  
（（受受付付時時間間））      9:00～12:30／15:00～18:30 
（（休休  診診  日日））金・土（午後休診）、火・日・祝日（終日休診）  
（（交交通通機機関関））      京王線・井の頭線 明大前駅 徒歩1分  
（（備備    考考））発熱時は予約の上、ご来院ください。 
（（ＵＵ  ＲＲ  ＬＬ））—— 

 
 

 
2266  明明大大前前メメンンタタルルククリリニニッックク  MMeeiiddaaiimmaaee  MMeennttaall  CClliinniicc 

 
（（住住所所･･電電話話）） 〒156-0043 世田谷区松原2-45-10 レインボー明大前2F TEL 03-6265-8661 
（（診診療療科科目目）） 心療内科・精神科 
（（受受付付時時間間）） 9:00～18:00 ※詳細はHP参照  
（（休休  診診  日日））  水・日・祝日 
（（交交通通機機関関）） 京王線・京王井の頭線 明大前駅 徒歩1分  
（（備備    考考））  —— 
（（ＵＵ  ＲＲ  ＬＬ）） http://www.meidaimae-mc.com/ 

 
 

ファミリーマート

明治大学和泉キャンパス

ファミリーマート

明治大学和泉キャンパス

明大前メンタルクリニック
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2277  ははたたののククリリニニッックク  HHaattaannoo  CClliinniicc    ((EEnngg..))   

 
（（住住所所･･電電話話））〒156-0056 世田谷区八幡山1-11-4       TEL 03-3302-8443 
（（診診療療科科目目））      耳鼻咽喉科・外科・内科  
（（受受付付時時間間））      耳鼻咽喉科 9:00～12:15／14:00～18:15（土は9:00～12:45） 

外科・内科 10:00～12:00／15:00～17:00（土は午前のみ） 
（（休休  診診  日日））耳鼻咽喉科 第2･4木・日・祝日  

外科・内科 木・日・祝日  
（（交交通通機機関関））      京王線：八幡山駅より京王バス「希望ヶ丘団地行」、「朝日新聞社前」下車 

小田急線：経堂駅より小田急バス「千歳船橋行」、「朝日新聞社前」下車 
千歳船橋駅より小田急バス「希望ヶ丘団地行」、「朝日新聞社前」下車 

（（備備    考考））—— 
（（ＵＵ  ＲＲ  ＬＬ））http://www.hatano-cl.com 
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2288  医医療療法法人人社社団団  山山手手ククリリニニッックク  YYaammaattee  CClliinniicc    ((EEnngg..))   

 
（（住住所所･･電電話話））〒155-0032 世田谷区代沢2-28-11 TEL 03-5431-5228 
（（診診療療科科目目））      整形外科・皮膚科・リハビリテーション科・スポーツ外来・スキンケアセンター 
（（受受付付時時間間））      診療科目により異なります。 
      当院ホームページをご参照ください。 
（（休休  診診  日日））日・祝日  
（（交交通通機機関関））      京王井の頭線・小田急線 下北沢駅 徒歩5分 
（（備備    考考））予約優先制。一部院内処方可。複数名の日本代表チームのチームドクターで治療

しています。また、紫外線による皮膚トラブルやニキビの治療も行っております。

（ただし、日常生活に支障がないものは給付対象外です。） 

受診の際は必ず保険証と学生証の両方をご持参ください。 

（（ＵＵ  ＲＲ  ＬＬ））http://www.yamateclinic.jp/ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

まいばすけっと
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2299  昭昭和和大大学学附附属属烏烏山山病病院院  SShhoowwaa  UUnniivveerrssiittyy  KKaarraassuuyyaammaa  HHoossppiittaall 

 
（（住住所所･･電電話話））〒157-8577 世田谷区北烏山6-11-11  TEL 03-3300-5231（代表） 
（（診診療療科科目目））精神科 
（（受受付付時時間間））月～土 8:30～11:00（初診）、8:30～11:30（再診予約外）  
（（休休  診診  日日））日・祝日・創立記念日（11/15）・年末年始（12/29～1/3） 
（（交交通通機機関関））京王線 千歳烏山駅 西口 徒歩10分  
（（備備    考考））・内科・歯科は学生健保利用の対象外です。 

・「専門外来」（発達障害専門外来）の初診は、特定の受付日に電話予約（予

約受付専用TEL:03-3308-9212）が必要です。電話予約受付日については当

院ホームページをご覧ください。 
（（ＵＵ  ＲＲ  ＬＬ））https://www.showa-u.ac.jp/SUHK/ 
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3300  救救世世軍軍ブブーースス記記念念病病院院    
TThhee  SSaallvvaattiioonn  AArrmmyy  BBooootthh  MMeemmoorriiaall  HHoossppiittaall  

 
（（住住所所･･電電話話））〒166-0012 杉並区和田1-40-5           TEL 03-3381-7236 
（（診診療療科科目目））      内科・循環器科・整形外科・リハビリテーション科・精神科・神経内科 

皮膚科・漢方 
（（受受付付時時間間））      8:30～11:30（診療開始  9:00～）  

12:00～15:30（診療開始  13:30～）  
（（休休  診診  日日））土・日・祝日  
（（交交通通機機関関））            地下鉄丸の内線 中野富士見町駅 徒歩10分 

JR中野駅南口より京王バス「永福町行」にて「母子寮前」下車 
JR新宿西口より京王バス「佼成会聖堂行」にて「母子寮前」下車 

（（備備    考考））  診療科により診察日が異なります。予約優先となっています。精神科、漢方は

初診時要予約となります。詳しくはお問い合わせください。 
（（ＵＵ  ＲＲ  ＬＬ））http://boothhp.salvationarmy.or.jp/ 
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3311  浜浜田田山山病病院院  HHaammaaddaayyaammaa  HHoossppiittaall    ((EEnngg..))   

 
（（住住所所･･電電話話））〒168-0065 杉並区浜田山4-1-8          TEL 03-3311-1195 
（（診診療療科科目目））      整形外科・リハビリテーション科・内科・外科・消化器科・循環器科 

放射線科・形成外科・脳神経外科・リウマチ科 
（（特特殊殊診診察察））スポーツ外来（小瀬忠男担当） 
（（受受付付時時間間））      8:30～12:00／13:45～17:00 

形成外科は月、脳神経外科は火（午後）・第1･3･5土（午前） 
（（休休  診診  日日））日・祝日（急患の場合は、365日・24時間受付しています。） 
（（交交通通機機関関））      京王井の頭線 西永福駅 徒歩8分 
（（備備    考考））—— 
（（ＵＵ  ＲＲ  ＬＬ））http://hamadayama.or.jp/ 

 

 
 

 

3322  ひひろろ永永福福ククリリニニッックク  HHiirroo  EEiiffuukkuu  CClliinniicc 

 
（（住住所所･･電電話話））〒168-0073 杉並区下高井戸3-23-8 TEL 03-3303-1231 
（（診診療療科科目目））      内科・リウマチ科・胃腸内科  
（（受受付付時時間間））      月・火・水・金 9:00～12:00／15:00～19:00 

   土    9:00～12:00／14:00～17:00 
（（休休  診診  日日））木・日・祝日  
（（交交通通機機関関））      京王線 桜上水駅 甲州街道口 徒歩8分  
（（備備    考考））—— 
（（ＵＵ  ＲＲ  ＬＬ））http://www.hiro-eifuku-clinic.com 
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3333  医医療療法法人人財財団団  荻荻窪窪病病院院  OOggiikkuubboo  HHoossppiittaall      220000床床    

  

（（住住所所･･電電話話））〒167-0035 杉並区今川3-1-24      TEL 03-3399-1101（代表） 
（（診診療療科科目目））      内科・消化器内科・循環器内科・外科・整形外科・産婦人科・小児科  

皮膚科・心臓血管外科・泌尿器科・眼科・リハビリテーション科  
放射線科・麻酔科・脳神経外科  

（（受受付付時時間間））      午前 月～土 8:00～11:30（診療開始  9:00～）  
      午後（予約のみ）月～土 12:00～15:00（診療開始  13:30～）  
      整形外科のみ、初診も含めた完全予約制。ただし緊急を除く。  
      予約電話番号（紹介状あり）03-3399-0257 

月～金 9:00～18:30 、土 9:00～12:00 ※祝日は除く。  
予約電話番号（紹介状なし）03-3399-1127 

月～金 10:00～16:00 ※祝日は除く。  
※診療科により休診の場合があります。お問い合わせの上ご来院ください。 

（（休休  診診  日日））土（午後）・日・祝日・ＧＷ（5/3～5/5）・年末年始（12/30～1/3）  
（（交交通通機機関関））      ・JR西荻窪駅北口③番乗場より無料直行シャトルバス。所要約10分 

 ・JR中央線・営団地下鉄荻窪駅北口 中央三井信託銀行前より西武バス 
  ⑥番乗場14系統｢石神井公園行｣または⑦番乗場18系統｢長久保行｣にて 
  ｢総合荻窪病院前｣下車。所要約7分 

      ・西武新宿線上井草駅より西武バス｢荻窪行｣または｢阿佐ヶ谷行｣にて 
  ｢総合荻窪病院前｣下車。所要約5分 
（（備備    考考））地域医療支援病院のため、初診時の保険外併用療養費※（7,700円）は自己

負担。 
       ご不明な点はお問い合わせください。 

午前8:30～11:30までが一般と予約、午後は完全予約制となり、紹介でなけれ

ば選定療養費がかかります。 
※2022年10月以降、紹介状をお持ちでない方で初診の場合、診療科ごとに選定

療養費がかかります。 
（（ＵＵ  ＲＲ  ＬＬ））http://www.ogikubo-hospital.or.jp 
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3344  河河北北総総合合病病院院本本院院  KKaawwaakkiittaa  GGeenneerraall  HHoossppiittaall    ((EEnngg..))      220000床床   

 

（（住住所所･･電電話話））〒166-8588 杉並区阿佐谷北1-7-3        TEL 03-3339-2121 
（（診診療療科科目目））      消化器･一般外科・脳神経外科・心臓血管外科・呼吸器外科・泌尿器科 

リハビリテーション科・産婦人科・耳鼻咽喉科・小児科・内科紹介外来  
整形外科本院予定外来  

（（受受付付時時間間））      8:30～11:30／11:30～15:30（予約の方は16:00）  
（（休休  診診  日日））日・祝日（日･祝日は救急対応となります）  
（（交交通通機機関関））      中央線 阿佐ヶ谷駅 北口 徒歩5分  
（（備備    考考））200床以上の病院のため、初診時の保険外併用療養費（7,700円）は自己負担。 

診療科目により時間が異なるので、ホームページをご参照、または電話にて
お問い合わせください。また、受付時間前に受付定員人数に達した場合は、受
付時間内でも、受付終了とさせていただきます。 
当面の間、新型コロナウイルスの影響により、耳鼻科、産婦人科、整形外科は 
・予約のある方 ・紹介状をお持ちの方 
のみの診療となります。 
※受付状況が変わることがありますので、ご来院前に 
 ホームページを確認してください。 

（（ＵＵ  ＲＲ  ＬＬ））http://www.kawakita.or.jp/ 

 

 
3355  河河北北総総合合病病院院分分院院  KKaawwaakkiittaa  GGeenneerraall  HHoossppiittaall  AAnnnneexx    ((EEnngg..))    

 

（（住住所所･･電電話話））〒166-0001 杉並区阿佐谷北1-6-20       TEL 03-3339-0606 
（（診診療療科科目目））      内科・心療内科・神経内科  
（（受受付付時時間間））      8:30～11:30／11:30～15:30（予約の方は17:00）  
（（休休  診診  日日））日・祝日・年末年始  
（（交交通通機機関関））      中央線 阿佐ヶ谷駅 北口 徒歩5分  
（（備備    考考））初診時の保険外併用療養費はかかりません。  

診療科目により時間が異なるので、ホームページをご参照、または電話にて
お問い合わせください。また、受付時間前に受付定員人数に達した場合は、
受付時間内でも、受付終了とさせていただきます。 
当面の間、新型コロナウイルスの影響により、 
・3ヵ月以内に受診したことのある方 ・予約のある方 ・紹介状をお持ちの方 
のみの診療となります。 
※受付状況が変わることがありますので、ご来院前にホームページを確認し
 てください。 

（（ＵＵ  ＲＲ  ＬＬ））http://www.kawakita.or.jp/ 
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3366  河河北北ササテテラライイトトククリリニニッックク  KKaawwaakkiittaa  SSaatteellll iittee  CClliinniicc    ((EEnngg..))    
 

（（住住所所･･電電話話））〒166-0001 杉並区阿佐谷北1-3-12        TEL 03-3339-0808 
（（診診療療科科目目））      眼科・小児科（予約の人のみ）・フットケア外来  
（（受受付付時時間間））      8:30～15:30（午前診療の受付は、11:30まで）  
（（休休  診診  日日））日・祝日・年末年始  
（（交交通通機機関関））      中央線 阿佐ヶ谷駅 北口 徒歩5分  
（（備備    考考））初診時の保険外併用療養費はかかりません。  

診療科目により受付時間が異なるので、ホームページをご参照、または電話
にてお問い合わせください。また、受付時間前に受付定員人数に達した場合
は、受付時間内でも、受付終了とさせていただきます。 

（（ＵＵ  ＲＲ  ＬＬ））http://www.kawakita.or.jp/ 

 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
3377  河河北北フファァミミリリーーククリリニニッックク南南阿阿佐佐谷谷    ((EEnngg..))    

KKaawwaakkiittaa  FFaammiillyy  CClliinniicc  MMiinnaammiiaassaaggaayyaa 
 

（（住住所所･･電電話話））〒166-0004 杉並区阿佐谷南1-16-8 ISM ASAGAYAビル3･4･5F  
       TEL 03-5356-7160 

（（診診療療科科目目））      内科・小児科  
（（受受付付時時間間））      8:30～12:00／13:00～17:00 
（（休休  診診  日日））日・祝日・年末年始  
（（交交通通機機関関））      東京メトロ 南阿佐ヶ谷駅 徒歩1分、中央線 阿佐ヶ谷駅 徒歩7分  
（（備備    考考））—— 
（（ＵＵ  ＲＲ  ＬＬ））http://kawakita.or.jp/familyclinic/ 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

区立阿佐ヶ谷中学校

河北ファミリークリニック
南阿佐谷

杉並区役所

ローソン

みずほ銀行

デニーズ

南阿佐ヶ谷駅
東京メトロ
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3388  医医療療法法人人社社団団めめぐぐみみ会会  杉杉並並堀堀ノノ内内ククリリニニッックク    ((EEnngg..))    
SSuuggiinnaammii  HHoorriinnoouucchhii  CClliinniicc 

 
（（住住所所･･電電話話））〒166-0013 杉並区堀ノ内2-29-14 ライオンズマンション新高円寺1F 

         TEL 03-5929-1611
（（診診療療科科目目））一般内科・消化器内科・循環器内科・糖尿病内科・内分泌代謝内科 

皮膚科・整形外科・泌尿器科 
（（受受付付時時間間））月～金 9:00～12:30／14:00～17:30 

 土 9:00～12:30／14:00～16:30 
日・祝日 9:00～12:30 
※診療科目により診察日・時間が異なります。ホームページ等でご確認くだ

さい。 
（（休休  診診  日日））年末年始  

※診療科目により休診日が異なります。ホームページ等でご確認ください。 
（（交交通通機機関関））東京メトロ丸ノ内線 東高円寺・新高円寺・方南町駅 徒歩15分 

都営・京王バス 「堀の内二丁目」バス停 徒歩3分 
（（備備    考考））予約優先、予約外受診も可。  
（（ＵＵ  ＲＲ  ＬＬ））http://www.sugihori.com/ 
            
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
3399  永永福福町町いいままいい皮皮膚膚科科・・形形成成外外科科    

EEiiffuukkuucchhoo  IImmaaii  DDeerrmmaattoollooggyy･･PPllaassttiicc  SSuurrggeerryy 

 
（（住住所所･･電電話話））〒168-0063 杉並区和泉3-4-7-301 TEL 03-6379-2775 
（（診診療療科科目目））      皮膚科・形成外科  
（（受受付付時時間間））      10:00～13:00／15:00～18:30 
（（休休  診診  日日））水・土（午後）・日・祝日  
（（交交通通機機関関））      京王井の頭線 永福町駅 徒歩1分  
（（備備    考考））—— 
（（ＵＵ  ＲＲ  ＬＬ））http://www.imai-hifuka.jp/ 

 

 

 
 
 
 
 

京王井の頭線
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4400  阿阿佐佐ヶヶ谷谷駅駅前前眼眼科科  AASSAAGGAAYYAA  ssttaattiioonn  ssqquuaarree  EEYYEE  CClliinniicc 
 
（（住住所所･･電電話話））〒166-0001 杉並区阿佐谷北2-13-2 パサージュ2階 TEL 03-3338-1713 
（（診診療療科科目目））      眼科一般  
（（受受付付時時間間））      10:00～12:50／14:30～18:00 
（（休休  診診  日日））木・土・日・祝日 

（（交交通通機機関関））      総武線・中央線 阿佐ヶ谷駅 下車  徒歩1分  
（（備備    考考））—— 
（（ＵＵ  ＲＲ  ＬＬ））http://www.kato-ganka.jp/index.html 

 
 
 
4411  新新渡渡戸戸記記念念中中野野総総合合病病院院      ((EEnngg..))      220000床床    

NNiittoobbee  MMeemmoorriiaall  NNaakkaannoo  GGeenneerraall  HHoossppiittaall 
 
（（住住所所･･電電話話））〒164-8607 中野区中央4-59-16         TEL 03-3382-1231 
（（診診療療科科目目））      内科・外科・整形外科・皮膚科・泌尿器科・婦人科・眼科・耳鼻咽喉科 
      放射線科・小児科・脳神経外科・精神科・脳神経内科・麻酔科・形成外科 
（（受受付付時時間間））      8:15～11:30（土：全科  11:00まで）  

眼科 ：11:00まで。月によって土休診 泌尿器科：土（予約のみ） 
皮膚科：11:00まで。土／紹介予約のみ 形成外科：月午前（予約のみ） 
婦人科：予約のみ 

（（休休  診診  日日））日・祝日・年末年始（曜日により休診の診療科有）  
（（交交通通機機関関））      中央線 中野駅 南口 徒歩4分  
（（備備    考考））  200床以上の病院のため、初診時の保険外併用療養費（3,300円）は自己負担。 

      診療科によっては初回のみ予約制の場合や休診の場合、午後も診療している科もあり
ますので、受診時はお電話にてお問い合わせください。またはホームページ等でご確
認ください。英語診療を希望される方は、事前にお電話にてお問い合わせください。 

（（ＵＵ  ＲＲ  ＬＬ））http://www.nakanosogo.or.jp 
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4422  ククリリニニッッククヨヨココヤヤママ  CClliinniicc  YYookkooyyaammaa    EEnngg..   
 
（（住住所所･･電電話話））〒165-0026 中野区新井1-8-8 TEL 03-3389-2400 
（（診診療療科科目目））      外科・内科・消化器外科・肛門科・整形外科・リハビリテーション科  
（（受受付付時時間間））      平日     9:00～12:45／15:00～19:45 

土・日・祝日  9:00～11:45／13:00～15:45 
（（休休  診診  日日））木  
（（交交通通機機関関））      JR線 中野駅 徒歩8分、西武新宿線 新井薬師駅 徒歩15分 
（（備備    考考））—— 
（（ＵＵ  ＲＲ  ＬＬ））http://www.t3.rim.or.jp/~drtoshiy/ 
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4433  中中野野眼眼科科  NNAAKKAANNOO  eeyyee  cclliinniicc    EEnngg..   

 
（（住住所所･･電電話話））〒164-0001 東京都中野区中野4-3-1 なかのサンクォーレ地下1階 

TEL 03-5942-7550 
（（診診療療科科目目））眼科 
（（受受付付時時間間））月・火・木・金 9:30～12:45／15:00～18:15 

土    9:30～12:45 
（（休休  診診  日日））水・土午後・日・祝日 
（（交交通通機機関関））JR中野駅北口より徒歩５分  
（（備備    考考））・眼鏡処方は要予約。 

・コンタクトレンズに関する受診について、コンタクトレンズ装用が初めて

の場合は要予約。 
また未成年者は、保護者の同意が必要（同伴もしくは電話での確認）。 

・コンタクトレンズ指示書（いわゆる処方箋）のみの発行は原則行っていま

せん。 
（（ＵＵ  ＲＲ  ＬＬ））http://www.eye-nakano.com/ 
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4444  鬼鬼子子母母神神診診療療所所  KKiisshhiibboojjiinn  CClliinniicc      ((EEnngg..))      歯歯   

 
（（住住所所･･電電話話））〒171-0032 豊島区雑司ヶ谷3-3-17 TEL 03-3984-6821 
 03-3984-8290（歯科直通） 
（（診診療療科科目目））      内科・外科・糖尿病内科・歯科（予約制）  
      ※ホームページ「診療のご案内」ページでご確認下さい。  
（（受受付付時時間間））      午前  8:45～11:45／午後 13:45～16:30 

夜間 17:45～19:30（火のみ） 
（歯科 月～土  9:15～11:45／13:30～16:30 

火のみ 17:30～19:30の夜間あり） 
（（休休  診診  日日））水・土の午後・日・祝日・年末年始（12/29～1/3）   

（歯科 第3水午後・第2･4･5土・日・祝日・年末年始12/29～1/3）  
※都合により休診となる場合があります。お問い合わせ下さい。  

（（交交通通機機関関））      山手線 池袋・目白駅 徒歩10分  
東京メトロ副都心線 雑司が谷駅 徒歩1分  
都電荒川線（東京さくらトラム） 鬼子母神前 徒歩0分 

（（備備    考考））お気軽にお電話、お問合わせ下さい。 
※風邪症状、発熱等の場合は必ず事前にお電話をお願いします。 

（（ＵＵ  ＲＲ  ＬＬ））（全般）https://tokyo-health.coop/kishibojin/index.shtml 
（歯科）https://tokyo-health.coop/kishibojin/dental.shtml 
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4455  医医療療法法人人財財団団健健康康文文化化会会  小小豆豆沢沢病病院院  AAzzuussaawwaa  HHoossppiittaall    EEnngg..   

 
（（住住所所･･電電話話））〒174-8502 板橋区小豆沢1-6-8         TEL 03-3966-8411 
（（診診療療科科目目））      内科・外科・整形外科・小児科・泌尿器科・皮膚科・眼科・神経内科  
（（受受付付時時間間））      8:30～、13:00～、16:30～  

※科により受付時間が異なるのでお問い合わせください。  
（（休休  診診  日日））水（午後）・土（午後）・日・祝日  
      ※科により診療日が異なるのでお問い合わせください。  
（（交交通通機機関関））      都営三田線 本蓮沼駅 徒歩7分  
（（備備    考考））—— 
（（ＵＵ  ＲＲ  ＬＬ））http://www.kenbun.or.jp 

 

 

 

4466  医医療療法法人人財財団団健健康康文文化化会会  坂坂下下診診療療所所  SSaakkaasshhiittaa  SShhiinnrryyoouujjyyoo 

 
（（住住所所･･電電話話））〒174-0043 板橋区坂下1-12-20         TEL 03-3966-3349 
（（診診療療科科目目））      内科  
（（受受付付時時間間））      午前   月～土  9:00～12:00 

午後   月･火･木･金  14:00～17:00 
      ※午後は曜日により診療時間が異なるのでお問い合わせください。  
（（休休  診診  日日））水（午後）・土（午後）・日・祝日  
（（交交通通機機関関））      都営三田線 志村3丁目駅 徒歩6分  
（（備備    考考））—— 
（（ＵＵ  ＲＲ  ＬＬ））http://www.kenbun.or.jp 
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4477  公公益益財財団団法法人人愛愛世世会会  愛愛誠誠病病院院  AAiisseeii  HHoossppiittaall    220000床床   

 
（（住住所所･･電電話話））〒173-8588 板橋区加賀1-3-1          TEL 03-3961-5351 
（（診診療療科科目目））      内科・外科・整形外科・循環器科・糖尿病内科  

血管外科・漢方内科・精神科・神経内科・皮膚科  
（（受受付付時時間間））      8:30～11:30／12:00～16:30 
（（休休  診診  日日））土・日・祝日  
（（交交通通機機関関））      埼京線 板橋駅 西口 徒歩15分、十条駅 徒歩10分  
      都営三田線 新板橋駅 徒歩7分  
（（備備    考考））科により診療日、診療時間が異なります。また、科により予約が必要な場合

があります。 
（（ＵＵ  ＲＲ  ＬＬ））http://www.aisei-byouin.or.jp/ 

 
 

4488  下下赤赤塚塚診診療療所所  SShhiimmooaakkaattssuukkaa  CClliinniicc   
 
（（住住所所･･電電話話））〒175-0092 板橋区赤塚2-9-4 MAISON Y.K.1F TEL 03-3979-6361 
 FAX 03-3979-6360 
（（診診療療科科目目））      内科  
（（受受付付時時間間））      月・火・木・金 8:45～11:50／13:30～16:50 

      水・土     8:45～11:50 
※火・木・金は完全予約制  

（（休休  診診  日日））日・祝日  
（（交交通通機機関関））      東武東上線 下赤塚駅 徒歩2分  

東京メトロ副都心線・有楽町線 地下鉄赤塚駅 徒歩5分   
（（備備    考考））—— 
（（ＵＵ  ＲＲ  ＬＬ））http://www.kenbun.or.jp/shinryoujo/shimoakatsuka 
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4499  練練馬馬総総合合病病院院  NNeerriimmaa  GGeenneerraall  HHoossppiittaall    EEnngg..     220000床床    
 
（（住住所所･･電電話話））〒176-8530 練馬区旭丘1-24-1    TEL 03-5988-2200（代表）  
                            03-5988-2290（医事課） 
                       FAX  03-5988-2250 

（（診診療療科科目目））      内科・外科・整形外科・脳神経外科・皮膚科・泌尿器科  
      産婦人科・放射線科・眼科・リハビリテーション科  
      循環器内科（・小児科・漢方内科） 
（（受受付付時時間間））      8:00～11:00／12:00～16:00 
      ※科により診療時間・曜日が異なるのでお問い合わせください。  
（（休休  診診  日日））土・日・祝日・年末年始  
（（交交通通機機関関））      西武池袋線 江古田駅 南口  徒歩7分、東長崎駅 南口  徒歩10分  
（（備備    考考））200床以上の病院のため、初診時の保険外併用療養費（2,200円税込）は自己 

負担。予約診察をしています。ただし予約料（550円税込）は自己負担。 
小児科・漢方内科は当院旭丘診療所にて診療を行います。  

（（ＵＵ  ＲＲ  ＬＬ））http://www.nerima-hosp.or.jp 

 
 

5500  練練馬馬第第一一診診療療所所  NNeerriimmaa  DDaaii--iicchhii  CClliinniicc   

 
（（住住所所･･電電話話））〒179-0083 練馬区平和台4-20-16       TEL 03-3933-8957 
（（診診療療科科目目））      内科・整形外科（木 14:00～17:00のみ）  
（（受受付付時時間間））       （午前）月～土   8:40～12:30 
 （午後）月・木  14:00～17:00、火 14:30～19:00 

     金  14:30～17:00   
（（休休  診診  日日））日・祝日  
（（交交通通機機関関））      東武東上線 東武練馬駅 徒歩15分  
      東京メトロ有楽町線 平和台駅 徒歩5分  
（（備備    考考））—— 
（（ＵＵ  ＲＲ  ＬＬ））http://www.kenbun.or.jp 
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5511  練練馬馬第第二二診診療療所所  NNeerriimmaa  DDaaii--nnii  CClliinniicc 

 
（（住住所所･･電電話話））〒176-0001 練馬区練馬1-6-16        TEL 03-3991-4670 
                                                  FAX 03-3991-6684 
（（診診療療科科目目））      内科一般  
（（受受付付時時間間））      月～土 8:45～11:45 
（（休休  診診  日日））月～土の午後・日・祝日  
（（交交通通機機関関））      西武池袋線 練馬駅 西口 徒歩1分  
（（備備    考考））—— 
（（ＵＵ  ＲＲ  ＬＬ））http://www.kenbun.or.jp 
 

 
 
 
 

5522  医医療療法法人人社社団団  三三恵恵会会西西ヶヶ原原病病院院  NNiisshhiiggaarraahhaa  HHoossppiittaall    ((EEnngg..))   

 
（（住住所所･･電電話話））〒114-0024 北区西ヶ原2-46-9         TEL 03-3917-6561 
（（診診療療科科目目））      精神科・神経科・内科  
（（受受付付時時間間））      9:00～11:30（新患の場合11:00まで）  
（（休休  診診  日日））日・祝日  
（（交交通通機機関関））      JR上中里駅 徒歩8分  
      東京メトロ南北線 西ヶ原駅①番 徒歩1分  
（（備備    考考））英語診療は火・木のみ可能 
（（ＵＵ  ＲＲ  ＬＬ））http://www.nishigahara-hp.com/pc/ 
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5533  東東京京女女子子医医科科大大学学附附属属足足立立医医療療セセンンタターー        ((EEnngg..))      歯歯      220000床床    
TTookkyyoo  WWoommeenn‘ｓｓ  MMeeddiiccaall  UUnniivveerrssiittyy  AAddaacchhii  MMeeddiiccaall  CCeenntteerr 

 
（（住住所所･･電電話話））〒123-8558 足立区江北4-33-1 TEL 03-3857-0111（代表） 

 03-5647-8288（予約専用） 
（（診診療療科科目目））内科・精神科・小児科・外科・整形外科・形成外科・脳神経外科 

心臓血管外科・呼吸器外科・皮膚科・泌尿器科・産婦人科・眼科 
耳鼻咽喉科・放射線科・歯科口腔外科・救急医療科・麻酔科 

（（受受付付時時間間））診療受付 8：20～11：00（原則予約制）  
予約受付 月～金 9：00～16：30、土 9：00～12：30 

（（休休  診診  日日））第3土・日・祝日・創立記念日（12/5）・年末年始（12/30～1/4） 
（（交交通通機機関関））日暮里・舎人ライナー 江北駅 西口 徒歩7分  

都営バス（王40） 「江北四丁目」下車 徒歩5分  
（（備備    考考））初診にて受診する場合、他の医療機関（かかりつけ医）からの「紹介状（診

療情報提供書）」および電話予約センターでの予約が必要です。 
「紹介状（診療情報提供書）」および予約がない場合には、受診できません

のでご注意ください。 
（（ＵＵ  ＲＲ  ＬＬ））https://twmu-amc.jp/ 
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5544  篠篠原原診診療療所所〈〈東東京京葛葛飾飾医医療療生生活活協協同同組組合合〉〉  SShhiinnoohhaarraa  CClliinniicc 
 
（（住住所所･･電電話話））〒124-0011 葛飾区四つ木4-15-15        TEL 03-3697-0765 
（（診診療療科科目目））      内科・糖尿病科・消化器科  
（（受受付付時時間間））      8:30～12:30／12:30～16:30 
      ※水・土は午前中のみ  
（（休休  診診  日日））日・祝日  
（（交交通通機機関関））      京成線 堀切菖蒲園駅 徒歩15分、四つ木駅 徒歩10分  
（（備備    考考））—— 
（（ＵＵ  ＲＲ  ＬＬ））http://www.katuseikyou.or.jp/03jigyousyo/j02_sinohara.html 
 

 
 
5555  下下千千葉葉診診療療所所〈〈東東京京葛葛飾飾医医療療生生活活協協同同組組合合〉〉SShhiimmoocchhiibbaa  CClliinniicc 

 
（（住住所所･･電電話話））〒124-0006 葛飾区堀切7-13-24         TEL 03-3602-2254 
（（診診療療科科目目））      内科・糖尿病科・神経内科  
（（受受付付時時間間））      午前 月～土  9:00～12:30 

午後 月・火 15:00～16:30 木・金 14:00～16:30 
夜間  水  18:00～19:30 

（（休休  診診  日日））日・祝日  
（（交交通通機機関関））      京成線 堀切菖蒲園駅 徒歩15分  

東京メトロ千代田線 綾瀬駅 徒歩20分  
（（備備    考考））科により診療時間・曜日が異なるのでお問い合わせください。 
（（ＵＵ  ＲＲ  ＬＬ））https://www.katsuseikyo.or.jp/officetype/clinic#shimochiba 
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5566  金金町町診診療療所所〈〈東東京京葛葛飾飾医医療療生生活活協協同同組組合合〉〉  KKaannaammaacchhii  CClliinniicc 
 
（（住住所所･･電電話話））〒125-0041 葛飾区東金町1-15-5       TEL 03-3607-5124 
                            FAX 03-3600-6491 
（（診診療療科科目目））      内科・泌尿器科・循環器内科（循環器内科のみ完全予約制）  
（（受受付付時時間間））      9:00～12:00／14:00～16:30 土は午前のみ  
           ※水は午後休診、夜間あり  
           夜間 18:30～20:00（水）  
（（休休  診診  日日））水（午後）・日・祝日・年末年始  
（（交交通通機機関関））      JR・京成線 金町駅 北口（JR） 徒歩6分  
（（備備    考考））受診希望の方は事前にお電話下さい。泌尿器科の曜日等はお問い合わせ下さい。 
（（ＵＵ  ＲＲ  ＬＬ））https://www.katsuseikyo.or.jp/officetype/clinic#kanamachi 

 

 
 

5577  松松田田歯歯科科医医院院  MMaattssuuddaa  DDeennttaall  CClliinniicc    歯歯   

 
（（住住所所･･電電話話））〒110-0005 台東区上野4-9-3 小出ビル2F   TEL 03-3831-2504 
                                                      FAX 03-3831-2504 
（（診診療療科科目目））      歯科一般  
（（受受付付時時間間））      月・火・木・金 9:00～12:30／14:00～18:00 

土 9:00～12:30／14:00～17:00 
（（休休  診診  日日））水・日・祝日  
（（交交通通機機関関））      山手・京浜東北線 御徒町または上野駅 徒歩5分  

千代田線 湯島駅 徒歩7分  
（（備備    考考））初診随時、予約優先  
（（ＵＵ  ＲＲ  ＬＬ））—— 
 

 
 
 

千代田線
湯島駅

新御茶ノ水→
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5588  医医療療法法人人社社団団済済安安堂堂  西西葛葛西西・・井井上上眼眼科科病病院院    EEnngg..    
NNiisshhiikkaassaaii  IInnoouuyyee  EEyyee  HHoossppiittaall 

 
（（住住所所･･電電話話））〒134-0088 江戸川区西葛西3-12-14 TEL 03-5605-2100 
（（診診療療科科目目））      眼科（予約制） 
（（受受付付時時間間））      【一般眼科・専門外来】月～土 9:00～11:30／14:00～16:30 

【コンタクトレンズ外来】平日 14:00～18:30（土 10:30～13:00／15:00～18:30） 
         ※初診は17:30まで 

（（休休  診診  日日））日・祝日・年末年始  
（（交交通通機機関関））      東京メトロ東西線 西葛西駅 北口 徒歩4分 
（（備備    考考））予約制（急患等の当日受診は必ず事前に電話連絡のこと） 

      ※予約・受付の際に明治大学の学生であることをお伝えください。 
（（ＵＵ  ＲＲ  ＬＬ））https://www.inouye-eye.or.jp/nk-hospital/ 
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5599  医医療療法法人人財財団団紘紘友友会会  三三鷹鷹病病院院  MMiittaakkaa  HHoossppiittaall 

 
（（住住所所･･電電話話））〒181-0013 三鷹市下連雀5-1-12         TEL 0422-47-0800 
（（診診療療科科目目））      内科・外科・整形外科・皮膚科・眼科・リハビリテーション科  
（（受受付付時時間間））      診療科目により曜日・時間が異なるのでお問い合わせください。  
（（休休  診診  日日））土（午後）・日・祝日  
（（交交通通機機関関））      JR中央線  吉祥寺駅 南口⑤乗場小田急バス15分 「プラウドシティ吉祥寺

（三鷹病院前）」下車 
      三鷹駅  南口①番京王バス・⑧番小田急バス乗場よりバス7分

「プラウドシティ吉祥寺（三鷹病院前）」下車 
      井の頭線 久我山駅より京王バス「三鷹駅行」7分 「プラウドシティ吉祥

寺（三鷹病院前）」下車 
（（備備    考考））—— 
（（ＵＵ  ＲＲ  ＬＬ））http://www.mitakabyoin.or.jp 

 
  
6600  社社会会福福祉祉法法人人白白十十字字会会  東東京京白白十十字字病病院院  TTookkyyoo  HHaakkuujjuujjii  HHoossppiittaall 

 
（（住住所所･･電電話話））〒189-0021 東村山市諏訪町2-26-1       TEL 042-391-6111 
（（診診療療科科目目））      内科・呼吸器内科・婦人科・整形外科・脳外科・泌尿器科・外科  

皮膚科・リウマチ科  
（（受受付付時時間間））      月～金 8:30～12:00 
           12:30～16:30（内科・外科・脳外科）／12:30～15:30（左記以外） 

土  8:30～11:30 
（（休休  診診  日日））日・祝日  
（（交交通通機機関関））      西武新宿線 東村山駅 徒歩15分（東口より患者専用送迎バスあり） 
       JR武蔵野線 新秋津駅 駅前より患者専用送迎バスあり  
       患者専用送迎バスご利用の際は、運行時間を事前にご確認ください。 
（（備備    考考））診療科目により休診や曜日・時間制限あり。事前にご確認ください。  
（（ＵＵ  ＲＲ  ＬＬ））http://www.t-hakujuji.or.jp/ 
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6611  医医療療法法人人財財団団赤赤光光会会  斎斎藤藤病病院院  SSaaiittoo  HHoossppiittaall 

 
（（住住所所･･電電話話））〒183-0001 府中市浅間町4-1          TEL 042-363-8121 
（（診診療療科科目目））      精神科・神経科  
（（受受付付時時間間））      完全予約制 【電話予約】9:00～12:00／13:00～16:00（休診日を除く） 
（（休休  診診  日日））木・日・祝日  
（（交交通通機機関関））      JR武蔵小金井駅 「府中行」バス 「浅間町」下車 徒歩4分  
      京王線 府中駅 「小金井行」バス 「浅間町」下車 徒歩4分  
（（備備    考考））—— 
（（ＵＵ  ＲＲ  ＬＬ））http://www.saitohp.jp 

 

 
 

 

 

6622  調調布布北北口口歯歯科科医医院院  CChhoouuffuukkiittaagguucchhii  DDeennttaall  CClliinniicc    歯歯   

 
（（住住所所･･電電話話））〒182-0024 調布市布田1-43-9 剣持ビル2F   TEL 042-484-6428 
（（診診療療科科目目））      歯科  
（（受受付付時時間間））      9:30～12:30／14:00～19:30（土は18:00まで）  
（（休休  診診  日日））木・日・祝日  
（（交交通通機機関関））      京王線 調布駅 徒歩30秒  
（（備備    考考））保険外－ホワイトニング、セラミック、インプラント  

予約優先 電話予約をお願いします。 
（（ＵＵ  ＲＲ  ＬＬ））http://www.choufukitaguchi-dc.com 
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6633  澤澤歯歯科科医医院院  SSaawwaa  DDeennttaall  CClliinniicc    ((EEnngg..))      歯歯   

 
（（住住所所･･電電話話））〒182-0006 調布市西つつじヶ丘3-33-13 田村ビル TEL 042-482-0418 
（（診診療療科科目目））      歯科  
（（受受付付時時間間））      月・火・金 9:00～13:00／14:30～19:00、水・土 9:00～13:00／14:30～17:00 
（（休休  診診  日日））木・日・祝日  
（（交交通通機機関関））      京王線 つつじヶ丘駅 北口 徒歩1分  
（（備備    考考））受診の際は必ず、予約電話をお願いします。  
（（ＵＵ  ＲＲ  ＬＬ））http://www.sawa-dc.com/ 

 

 
 

 

6644  医医療療法法人人社社団団めめぐぐみみ会会  田田村村ククリリニニッックク  TTaammuurraa  CClliinniicc    ((EEnngg..))   
 
（（住住所所･･電電話話））〒206-0033 多摩市落合1-32-1 多摩センターペペリビル5F TEL 042-356-0677 
（（診診療療科科目目））      内科・消化器内科・循環器内科・呼吸器内科・血液内科・糖尿病内科  

腎･･高血圧内科・脳神経外科・泌尿器科  
（（受受付付時時間間））      月～金  8:20～12:00／14:00～18:30、土・日・祝日  8:20～12:00／14:00～16:30 
            ※診療科目・医師により受付時間が異なりますので、ホームページ等でご確認

ください。 
（（休休  診診  日日））年末年始 ※お電話にてご確認ください。  
（（交交通通機機関関））      小田急・京王各線 多摩センター駅 徒歩5分 
（（備備    考考））——  
（（ＵＵ  ＲＲ  ＬＬ））http://www.tamuracl.com/ 

 

 
 

ココリア

←南大沢 調布→

田村クリニック 

田村クリニック２ 
めぐみクリニック 
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6655  医医療療法法人人社社団団めめぐぐみみ会会  田田村村ククリリニニッックク２２  TTaammuurraa  CClliinniicc  22 
 
（（住住所所･･電電話話））〒206-0033 多摩市落合1-35 ライオンズプラザ多摩センター3F TEL 042-357-3671 
（（診診療療科科目目））      皮膚科・小児科・漢方内科  
（（受受付付時時間間））      皮膚科  
       月・火・木・金 9:00～12:00／14:00～16:00 
       水  9:00～12:00／14:00～15:30 
       土  9:00～11:30／14:00～15:00 
      耳鼻咽喉科  
       月～金 9:30～12:00／14:00～16:00 
       土  9:00～11:30 
（（休休  診診  日日））日・祝日・年末年始  
（（交交通通機機関関））      小田急・京王各線 多摩センター駅 徒歩5分 
（（備備    考考））予約優先。診療予定、受付時間は変更になる場合がありますので、ホームペ

ージ等でご確認ください。 

（（ＵＵ  ＲＲ  ＬＬ））https://www.tamuracl2.com/ 

  
  
  
  
 
6666  医医療療法法人人社社団団めめぐぐみみ会会  めめぐぐみみククリリニニッックク  MMeegguummii  CClliinniicc 

 
（（住住所所･･電電話話））〒206-0033 多摩市落合1-32-1 多摩センターペペリビル4階 TEL 042-311-1566 
（（診診療療科科目目））      整形外科（・リハビリテーション科・内科※予約制）  
（（受受付付時時間間））      整形外科 （午前）月～金・祝日  8:30～12:30（初診の場合 11:30まで） 

（午後）月～金 14:30～18:30（初診の場合 17:30まで） 
   土   14:30～16:00（初診の場合 15:30まで） 

祝日 14:30～16:30（初診の場合 15:30まで） 
（（休休  診診  日日））日・年末年始  
（（交交通通機機関関））      小田急・京王各線 多摩センター駅 徒歩5分 
（（備備    考考））  予約をお取りしています。ホームページ等でご確認ください。 

（（ＵＵ  ＲＲ  ＬＬ））https://www.m-seikei.com/ 

 
 

 

ココリア

←南大沢 調布→

田村クリニック 

田村クリニック２ 

めぐみクリニック 
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6677  医医療療法法人人社社団団めめぐぐみみ会会  南南大大沢沢メメデディィカカルルププララザザ    ((EEnngg..))    
MMiinnaammii--OOssaawwaa  MMeeddiiccaall  PPllaazzaa 

 
（（住住所所･･電電話話））〒192-0364 八王子市南大沢2-25フォレストモール南大沢2F 

         TEL 042-670-2460 
（（診診療療科科目目））      内科（一般内科・呼吸器内科・消化器内科・循環器内科・糖尿病内科・ 
      脂質代謝内科・腎･高血圧内科・脳神経内科）・脳神経外科・皮フ科・ 

泌尿器科・耳鼻咽喉科 
（（受受付付時時間間））      月～金  8:30～12:00／14:00～18:30 

土・日・祝日 8:30～12:00／14:00～16:30 
※診療科により診察日・時間が異なります。ホームページ等でご確認ください。 

（（休休  診診  日日））年末年始  
      ※診療科目により休診日が異なります。ホームページ等でご確認ください。 
（（交交通通機機関関））      京王相模原線 南大沢駅 徒歩3分 
（（備備    考考））—— 

（（ＵＵ  ＲＲ  ＬＬ））http://www.m-medicalplaza.com 
 
 
 
 
6688  医医療療法法人人社社団団めめぐぐみみ会会  南南大大沢沢メメデディィカカルルププララザザ２２  

MMiinnaammii--OOssaawwaa  MMeeddiiccaall  PPllaazzaa  22 

 
（（住住所所･･電電話話））〒192-0364 八王子市南大沢2-25フォレストモール南大沢2F 

         TEL 042-670-2467 
（（診診療療科科目目））      整形外科・リハビリテーション科・小児科 
（（受受付付時時間間））      月～金   9:00～11:30／14:30～17:30 

土・祝日 9:00～11:30／14:30～15:30 
（（休休  診診  日日））日・年末年始  
（（交交通通機機関関））      京王相模原線 南大沢駅 徒歩3分 
（（備備    考考））曜日により受付時間が異なります。お電話でお問い合わせください。 
（（ＵＵ  ＲＲ  ＬＬ））http://www.m-medicalplaza.com/mp2/ 

 
 
 

調布→←橋本

南大沢メディカルプラザ 
南大沢メディカルプラザ２ 



 - 55 -

6699  日日本本医医科科大大学学武武蔵蔵小小杉杉病病院院    ((EEnngg..))      220000床床    
NNiippppoonn  MMeeddiiccaall  SScchhooooll  MMuussaasshhii  KKoossuuggii  HHoossppiittaall 

 
（（住住所所･･電電話話））〒211-8533 川崎市中原区小杉町1-383     TEL 044-733-5181 
（（診診療療科科目目））      呼吸器内科・腫瘍内科・循環器内科・消化器内科・脳神経内科・腎臓内科 

内分泌･糖尿病･動脈硬化内科・リウマチ･膠原病内科・消化器外科 
心臓血管外科・呼吸器外科・乳腺外科・内分泌外科・脳神経外科・整形外科 
小児科・新生児科・小児外科・眼科・女性診療科･産科・耳鼻咽喉科 
皮膚科・泌尿器科・放射線科・放射線治療科・精神科・麻酔科・緩和ケア科 
形成外科・救命救急科・健康管理科・認知症センター・総合診療科 
口腔科（周術期） 

（（受受付付時時間間））      8:30～11:30（診療科により異なる。ホームページ参照）  
（（休休  診診  日日））日・祝日・創立記念日振替（4/15を含む週の土）・年末年始（12/30～1/4） 
（（交交通通機機関関））      JR南武線・横須賀線 武蔵小杉駅 北口 徒歩約4分 

東急東横線・目黒線 武蔵小杉駅 中央口1 徒歩約4分 
東急東横線・目黒線 新丸子駅 西口 徒歩約4分 

（（備備    考考））200床以上の病院のため、初診時の保険外併用療養費（4,400円）は自己負担。 
（（ＵＵ  ＲＲ  ＬＬ））https://www.nms.ac.jp/kosugi-h/ 
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7700  武武田田病病院院  TTaakkeeddaa  HHoossppiittaall 

 
（（住住所所･･電電話話））〒214-0014 川崎市多摩区登戸3193       TEL 044-911-4050 
（（診診療療科科目目））      精神科・心療内科・内科・呼吸器内科（特定曜日のみ） 
（（受受付付時時間間））      精神科・心療内科 

初診 月～土 9:00～11:00（予約制）  
再診 月～土 9:00～11:00 

内科 月・火・木・金 9:00～11:30、火・木 13:00～16:00 
（（休休  診診  日日））日・祝日  
（（交交通通機機関関））      小田急線・南武線 登戸駅 徒歩7分 
（（備備    考考））併設施設として、精神科デイケア・ショートケア、復職支援デイケア（リワ

ークらくだ）があります。 
（（ＵＵ  ＲＲ  ＬＬ））http://www.takeda-hp.jp 

 

 
 
 

7711  小小野野歯歯科科医医院院  OOnnoo  DDeennttaall  CClliinniicc      EEnngg..      歯歯   

 
（（住住所所･･電電話話））〒214-0038 川崎市多摩区生田7-11-8 ショップ生田2F 
                             TEL 044-933-5854 
（（診診療療科科目目））      一般歯科・小児歯科・矯正歯科・口腔外科 
（（受受付付時時間間））      月・火・金・土 9:30～12:00／14:00～17:30 
       水 9:30～12:00／14:00～19:00 
（（休休  診診  日日））木・日・祝日 
（（交交通通機機関関））      小田急線 生田駅前 
（（備備    考考））予約優先、電話予約をお願いします。 
（（ＵＵ  ＲＲ  ＬＬ））http://www.onoshika.jp 
 

 

2F 小野歯科医院 
(1F ｾﾌﾞﾝｲﾚﾌﾞﾝ) 
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7722  宮宮部部耳耳鼻鼻咽咽喉喉科科医医院院  MMiiyyaabbee  EE..NN..TT..  CClliinniicc      EEnngg..   

 
（（住住所所･･電電話話））〒214-0038 川崎市多摩区生田7-2-7 ニューアイワビル2F 
                              TEL 044-922-8193 
（（診診療療科科目目））      耳鼻咽喉科・アレルギー科  
（（受受付付時時間間））      9:30～12:00／14:30～18:00（土のみ9:30～12:00）  
（（休休  診診  日日））水・日・祝日  
（（交交通通機機関関））      小田急線 生田駅 南口 徒歩1分  
（（備備    考考））新型コロナウイルスの影響により受付時間の変更があります。詳しくはホ

ームページで確認してください。 
（（ＵＵ  ＲＲ  ＬＬ））http://www.miyabejibi.com 
 

 
 

 

7733  岸岸内内科科胃胃腸腸科科医医院院  KKiisshhii  NNaaiikkaa  IIcchhoouukkaa  IIiinn 

 
（（住住所所･･電電話話））〒214-0037 川崎市多摩区西生田2-2-5   TEL 044-966-3256 
（（診診療療科科目目））      内科・消化器内科・循環器内科・呼吸器内科 
（（受受付付時時間間））      月・火・水・金 9:00～12:00／15:00～18:00 
      土 9:00～12:00 
      ※第2・4火の午後は16:00～18:00 
（（休休  診診  日日））木・土（午後）・日・祝日  
（（交交通通機機関関））      小田急線 生田駅 徒歩3分 
（（備備    考考））—— 
（（ＵＵ  ＲＲ  ＬＬ））http://www.kishi-naikaichouka.com/ 
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7744  聖聖ママリリアアンンナナ医医科科大大学学病病院院    EEnngg..      220000床床    
SStt..  MMaarriiaannnnaa  UUnniivveerrssiittyy  HHoossppiittaall 

 
（（住住所所･･電電話話））〒216-8511 川崎市宮前区菅生2-16-1      TEL 044-977-8111 
（（診診療療科科目目））      全科（歯科を除く）・救命救急・熱傷・夜間救急・心臓病・難病治療  
（（受受付付時時間間））      8:30～11:00 夜間救急センター 18:00～翌8:00 
（（休休  診診  日日））日・祝日・開学記念日（10月第2土）・年末年始（12/29～1/3） 
（（交交通通機機関関））      小田急線 百合が丘駅･向ヶ丘遊園駅･新百合が丘駅･生田駅よりバスの便あり 
           南武線・田園都市線 溝の口駅･あざみの駅･宮前平駅･鷺沼駅よりバスの便あり 
（（備備    考考））200床以上の病院のため、初診時の選定療養費（7,700円）、再診時の選定療養

費（3,300円）は自己負担。毎月、月の初めの来院日に保険証の確認をします。 
（（ＵＵ  ＲＲ  ＬＬ））http://www.marianna-u.ac.jp/hospital/  

 
 

7755  多多摩摩フファァミミリリーーククリリニニッックク  TTaammaa  FFaammiillyy  CClliinniicc    EEnngg..   
 
（（住住所所･･電電話話））〒214-0013 川崎市多摩区登戸新町337 TEL 044-930-5556 
（（診診療療科科目目））内科・小児科・外科 
（（受受付付時時間間））月・火・水・金 8:45～11:00／14:45～18:00、土 8:45～11:00 

※12:00～12:30 発熱、咳症状の外来（事前予約）となります。今後変更にな
る可能性もありますので、最新情報はホームページをご確認ください。 

 健康診断ご希望の方は、診療受付30分前までにお越しください。 
（（休休  診診  日日））木・土（午後）・日・祝日  
（（交交通通機機関関））小田急線 登戸駅 徒歩5分 
（（備備    考考））・事前予約不要。当日直接ご来院いただくか、WEB順番予約システム（受付時間は

窓口と異なる）をご利用ください。 
・英語診療について、日により非常勤医師で英語に流暢な医師が在籍しております。
・レントゲン撮影は胸部のみ検査が可能です。 
・新型コロナウイルスの影響により受付時間の変更があります。詳しくはホームペ

ージで確認してください。 
（（ＵＵ  ＲＲ  ＬＬ））http://www.tamafc.jp 
 

聖マリアンナ医科大学病院 
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7766  石石田田整整形形外外科科  IIsshhiiddaa  OOrrtthhooppeeddiicc  CClliinniicc    EEnngg..   

 
（（住住所所･･電電話話））〒214-0039 川崎市多摩区栗谷3-1-6 ｾ･ｳｨｽﾃﾘｱ1F TEL 044-954-5123 
（（診診療療科科目目））      整形外科・理学診療科  
（（受受付付時時間間））      月・金 9:00～12:30／15:00～18:00 
      火・水 9:00～12:30／15:00～18:00 
       木  9:00～12:30／14:00～17:00 
       土  9:00～13:00 
（（休休  診診  日日））土(午後)・日・祝日 
（（交交通通機機関関））      小田急線 生田駅 徒歩2分 
（（備備    考考））—— 
（（ＵＵ  ＲＲ  ＬＬ））—— 

 

 
  

  

  

  

7777  たたまま皮皮膚膚科科  TTaammaa  CClliinniicc  ooff  DDeerrmmaattoollooggyy 

 
（（住住所所･･電電話話））〒214-0039 川崎市多摩区栗谷3-1-1 井田ビル2F TEL 044-951-2979 
（（診診療療科科目目））      皮膚科  
（（受受付付時時間間））      8:40～11:00／14:40～17:30 
（（休休  診診  日日））木・土（午後）・日・祝日 
（（交交通通機機関関））      小田急線 生田駅 南口 徒歩2分（生田駅バスロータリー前） 
（（備備    考考））—— 
（（ＵＵ  ＲＲ  ＬＬ））—— 

 

 
 
 

石田整形外科 

たま皮膚科(2F) 
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7788  川川崎崎・・多多摩摩アアイイククリリニニッックク  KKaawwaassaakkii  TTaammaa  eeyyee  cclliinniicc    
 

（（住住所所･･電電話話））〒214-0014 神奈川県川崎市多摩区登戸2428番地NoboritoGateBuilding4階 
TEL 044-931-1023

（（診診療療科科目目））眼科 
（（受受付付時時間間））月～金 9:00～12:00／14:30～18:00 

 土  9:30～14:00 
※はじめてのコンタクト、眼鏡処方の最終受付は診療終了時間の1時間前。 
 初診の方の最終受付は診療終了時間の30分前。 

（（休休  診診  日日））日・祝日 
（（交交通通機機関関））小田急線・JR南武線 登戸駅 徒歩1分  
（（備備    考考））—— 
（（ＵＵ  ＲＲ  ＬＬ））https://kt-eye.com/index.html 
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7799  ははるるひひ野野皮皮フフ科科ククリリニニッックク  HHaarruuhhiinnoo  DDeerrmmaattoollooggyy    EEnngg..    
 
（（住住所所･･電電話話））〒215-0036 川崎市麻生区はるひ野4-4-1 

はるひ野メディカルヴィレッジA棟2F TEL 044-981-0152 
（（診診療療科科目目））      皮膚科 
（（受受付付時時間間））      月・火・水・金 9:30～12:30／14:30～18:00 

  土・日    9:15～12:30 
（（休休  診診  日日））木・土（午後）・日（午後）・祝日  
（（交交通通機機関関））      小田急多摩線 はるひ野駅 徒歩2分 
（（備備    考考））—— 
（（ＵＵ  ＲＲ  ＬＬ））http://haruhino-hifu.jp/ 

 
 
 
 

8800  ははるるひひ野野整整形形外外科科  HHaarruuhhiinnoo  OOrrtthhooppeeddiicc  CClliinniicc  
 
（（住住所所･･電電話話））〒215-0036 川崎市麻生区はるひ野4-4-1 

はるひ野メディカルヴィレッジB棟1F TEL 044-981-0067 
（（診診療療科科目目））      整形外科  
（（受受付付時時間間））      月・火・水・金 8:30～12:30／14:30～19:00 

  土・日    8:30～12:30 
（（休休  診診  日日））木・土（午後）・日（午後）・祝日  
（（交交通通機機関関））      小田急多摩線 はるひ野駅 徒歩2分  

京王線 若葉台駅 徒歩12分  
（（備備    考考））—— 
（（ＵＵ  ＲＲ  ＬＬ））https://www.haruhinoseikei.com/ 
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8811  横横浜浜市市立立市市民民病病院院      EEnngg..      歯歯      220000床床    
YYookkoohhaammaa  MMuunniicciippaall  CCiittiizzeenn’ss  HHoossppiittaall 

 
（（住住所所･･電電話話））〒221-0855 横浜市神奈川区三ツ沢西町1番1号 TEL 045-316-4580 
（（診診療療科科目目））      腎臓内科・糖尿病リウマチ内科・血液内科・腫瘍内科・感染症内科 

呼吸器内科・消化器内科・循環器内科・小児科・消化器外科 
炎症性腸疾患(IBD)科・乳腺外科・形成外科・呼吸器外科・心臓血管外科 
整形外科・皮膚科・泌尿器科・産婦人科・眼科・耳鼻咽喉科・放射線診断科 
放射線治療科・神経精神科・脳神経内科・脳神経外科・救急脳神経外科 
脳血管内治療科・麻酔科（休診中）・リハビリテーション科・歯科口腔外科 
救急診療科・病理診断科・緩和ケア内科 

（（受受付付時時間間））      （初診）8:00～11:00 （再診）7:30～11:00 
（（休休  診診  日日））土・日・祝日・年末年始 
（（交交通通機機関関））      ■バス停「市民病院」下車すぐ 

【横浜駅西口から】市営87系統又は34系統（平日の日中のみ） 
【東神奈川駅から】市営88系統（神大寺入口～東百楽～東神奈川駅西口～東

横反町駅前～三ツ沢上町駅前～市民病院） 
【保土ケ谷区内や相鉄線沿線から】208系統（横浜駅西口～和田町～市民病院） 

■バス停「三ツ沢総合グランド入口」下車 徒歩1分 
横浜駅西口から三ツ沢総合グランド経由のバスに乗車 

（（備備    考考））  他の医療機関からの紹介状がない場合、初診時・再診時の選定療養費は自己

負担。 
整形外科・皮膚科については、紹介状をお持ちでない方は受診できません。

一部の診療科は予約が必要です。（詳しくはホームページをご覧ください。） 
（（ＵＵ  ＲＲ  ＬＬ））http://yokohama-shiminhosp.jp/ 
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8822  昭昭和和大大学学藤藤がが丘丘病病院院      220000床床    
SShhoowwaa  UUnniivveerrssiittyy  FFuujjiiggaaookkaa  HHoossppiittaall  

 

（（住住所所･･電電話話））〒227-8501 横浜市青葉区藤が丘1-30      TEL 045-971-1151 
（（診診療療科科目目））      呼吸器センター（呼吸器内科・呼吸器外科） 

消化器センター（消化器内科・消化器･一般外科） 
循環器センター（循環器内科・心臓血管外科） 
脳神経センター（脳神経内科・脳神経外科）、こどもセンター（小児科） 
内科系診療センター（内科（糖尿病･代謝･内分泌・腎臓・血液・腫瘍･緩和医

療・リウマチ･膠原病）・皮膚科・放射線科・放射線治療科・リハビリテーシ

ョン科・臨床病理診断科） 
外科系診療センター（乳腺外科・整形外科・形成外科・産婦人科・泌尿器科・

耳鼻咽喉科・麻酔科・眼科） 
救命救急科 

（（受受付付時時間間））      8:00～14:00 
（（休休  診診  日日））日・祝日・創立記念日（11/15）・年末年始（12/29～1/3）  
（（交交通通機機関関））      東急田園都市線 藤が丘駅 徒歩2分  
（（備備    考考））紹介状のない初診時の保険外併用療養費（5,500円 税込）は自己負担。緊急を

要さない自己都合による時間外受診については選定療養費（8,800円 税込）

は自己負担。 
（（ＵＵ  ＲＲ  ＬＬ））http://www.showa-u.ac.jp/SUHF/ 
 
 
 
8833  昭昭和和大大学学藤藤がが丘丘リリハハビビリリテテーーシショョンン病病院院    

SShhoowwaa  UUnniivveerrssiittyy  FFuujjiiggaaookkaa  RReehhaabbiilliittaattiioonn  HHoossppiittaall 

 
（（住住所所･･電電話話））〒227-8518 横浜市青葉区藤が丘2-1-1      TEL 045-974-2221 
（（診診療療科科目目））      リハビリテーション科・整形外科・循環器内科・小児科・呼吸器内科 

眼科・脳神経内科 
（（受受付付時時間間））      平日 8:00～14:00、土 8:30～11:00 
（（休休  診診  日日））日・祝日・創立記念日（11/15）・年末年始（12/29～1/3） 
（（交交通通機機関関））      田園都市線 藤が丘駅 徒歩2分 
（（備備    考考））完全予約制のため必ず予約を入れてください。 
       （予約受付電話および時間）045-978-6600 平日8:30～17:00 
（（ＵＵ  ＲＲ  ＬＬ））http://www.showa-u.ac.jp/SUHR/ 
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8844  横横須須賀賀市市立立市市民民病病院院  YYookkoossuukkaa  CCiittyy  HHoossppiittaall    EEnngg..      220000床床   

 
（（住住所所･･電電話話））〒240-0195 横須賀市長坂1-3-2         TEL 046-856-3136 
（（診診療療科科目目））      内科・外科・呼吸器内科・消化器内科・循環器内科・腎臓内科  
      脳神経内科・血液内科・内分泌･糖尿病内科・消化器外科・肛門外科  
      脳神経外科・乳腺外科・整形外科・関節外科・形成外科・精神科  

リウマチ科・小児科・皮膚科・泌尿器科・産科・婦人科・耳鼻咽喉科  
眼科・リハビリテーション科・放射線科・病理診断科・麻酔科  
歯科口腔外科・骨粗しょう症外来  

（（受受付付時時間間））      8:30～11:30（内科のみ8:30～11:00）  
（（休休  診診  日日））日・祝日  ※土曜は診療を行っていない科もありますので、  

あらかじめ電話等でお問い合わせください。  
（（交交通通機機関関））      横須賀線 逗子駅 「長井行」または林経由 「横須賀行」バスで30分 
      京浜急行線 横須賀中央駅・YRP野比駅 「市民病院行」バスで30分  

「市民病院前」下車 
（（備備    考考））200床以上の病院のため、初診時の保険外併用療養費（7,700円）は自己負担。 

耳鼻咽喉科 木休診 
脳神経外科 木休診 
 火は予約のみ受付 
形成外科 火・木・金休診 

 月・水は13:30～14:30受付 
皮膚科 火・金休診 

 月・第1･3･5水は13:30～14:30受付 
 木は8:30～10:00受付 

眼科 第2･4月は予約のみ受付 
泌尿器科 木休診 
血液内科 火は予約のみ受付 
歯科口腔外科 う歯に関しては対象外 
骨粗しょう症外来 金午後。13:00～15:00受付 

（（ＵＵ  ＲＲ  ＬＬ））http://www.jadecom.or.jp/jadecomhp/yokosuka-shimin/html

/index.html 

 
 

 
横須賀市立市民病院 
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44  東東京京都都・・神神奈奈川川県県外外  協協定定医医療療機機関関案案内内  

8855  市市立立函函館館病病院院  HHaakkooddaattee  MMuunniicciippaall  HHoossppiittaall    歯歯      220000床床   

 
（（住住所所･･電電話話））〒041-8680 北海道函館市港町1-10-1      TEL 0138-43-2000 
（（診診療療科科目目））      消化器内科・消化器外科・乳腺外科・循環器内科・呼吸器内科・呼吸器外科 

心臓血管外科・整形外科・産婦人科・小児科・泌尿器科・脳神経外科 
皮膚科・形成外科・眼科・精神神経科・耳鼻咽喉科・脳神経内科・放射線科 
放射線治療科・麻酔科・血液内科・リウマチ科（閉鎖中）・歯科・矯正歯科 
口腔外科・リハビリテーション科・救急科・病理診断科・緩和ケア科 

（（受受付付時時間間））      午前の部 8:30～11:30／午後の部 13:30～15:00（予約のみ） 
      ※曜日、時間帯によって外来診療を行わない診療科がありますので 

お問い合わせください。 
（（休休  診診  日日））土・日・祝日・年末年始  
（（交交通通機機関関））      函館バス 「市立函館病院」停留所下車 徒歩1分  
      JR五稜郭駅下車 徒歩（人道橋渡る）  
（（備備    考考））200床以上の病院に認められる初診時の保険外併用療養費は医科7,700円、 

歯科5,500円（税込）。 
新型コロナウイルス感染症の影響で、初診及び紹介状の無い方の受付
は休止するなど制限をしている場合があります。  

（（ＵＵ  ＲＲ  ＬＬ））https://www.hospital.hakodate.hokkaido.jp 

 
 
 
 
 
 

8866  小小樽樽市市立立病病院院  OOttaarruu  GGeenneerraall  HHoossppiittaall    220000床床   

 
（（住住所所･･電電話話））〒047-8550 北海道小樽市若松1-1-1       TEL 0134-25-1211 
（（診診療療科科目目））      内科・呼吸器内科・消化器内科・循環器内科・血液内科・糖尿病内科 

内分泌内科・腎臓内科・脳神経内科・腫瘍内科・外科・心臓血管外科・

脳神経外科・整形外科・形成外科・精神科・リウマチ科・小児科・ 
皮膚科・泌尿器科・婦人科・眼科・耳鼻咽喉科・放射線診断科・ 
放射線治療科・病理診断科・麻酔科 

（（受受付付時時間間））      8:00～11:30／13:00～15:00 
      ※診療科により異なるのでお問い合わせください。  
（（休休  診診  日日））土・日・祝日  
（（交交通通機機関関））      JR南小樽駅 徒歩3分  
（（備備    考考））200床以上の病院に認められる初診時の保険外併用療養費は0円。  
（（ＵＵ  ＲＲ  ＬＬ））https://www.otaru-general-hospital.jp 
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8877  市市立立旭旭川川病病院院  AAssaahhiikkaawwaa  CCiittyy  HHoossppiittaall    ((EEnngg..))      歯歯      220000床床   

 
（（住住所所･･電電話話））〒070-8610 北海道旭川市金星町1-1-65     TEL 0166-24-3181 
（（診診療療科科目目））      総合内科・外科・耳鼻科・産婦人科・小児科・眼科・放射線治療科  

皮膚科・整形外科・精神神経科・泌尿器科・胸部外科・麻酔科  
      歯科口腔外科・放射線科・循環器内科・消化器内科・血液内科  

呼吸器内科・神経内科・糖尿病・代謝内科・腎臓内科  
（（受受付付時時間間））      8:00から受付（時間は科により異なるのでお問い合わせください）  
（（休休  診診  日日））土・日・祝日  
（（交交通通機機関関））      旭川駅 徒歩25分 

バス（ 番線・ 番線・ 番線・ 番線・522 番線）10分 「市立 
旭川病院前」下車 

（（備備    考考））200床以上の病院のため、初診時の保険外併用療養費（1,100円）は自己負担。 
予約優先、一部予約必要な科あり。 

（（ＵＵ  ＲＲ  ＬＬ））http://www.city.asahikawa.hokkaido.jp/hospital/ 

 
 
 
 
 
 
8888  市市立立室室蘭蘭総総合合病病院院  MMuurroorraann  CCiittyy  GGeenneerraall  HHoossppiittaall    220000床床    

 
（（住住所所･･電電話話））〒051-8512 北海道室蘭市山手町3-8-1     TEL 0143-25-3111 
（（診診療療科科目目））      内科（総合診療科）・消化器内科・循環器内科・呼吸器内科  

糖尿病内科・神経内科・外科・消化器外科・呼吸器外科  
心臓血管外科・整形外科・脳神経外科・産婦人科・小児科・眼科  
皮膚科・形成外科（休診）・泌尿器科・耳鼻いんこう科・精神科  
放射線科・麻酔科・リハビリテーション科・ペイン外来  

（（受受付付時時間間））      診療科目により異なるのでお問い合わせください。  
（（休休  診診  日日））土・日・祝日  
（（交交通通機機関関））      JR（室蘭本線）室蘭駅 徒歩10分  
      市内バス 道南バス 「市立病院前」または「市役所前」  
      都市間バス 道南バス・北海道中央バス 「市役所前」  
（（備備    考考））診療所等からの紹介状がない場合等、初診時の特別料金（1,650円）は自己

負担。 
（（ＵＵ  ＲＲ  ＬＬ））http://www.city.muroran.lg.jp/main/org8400/ 

 
 
 
 
 

80
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8899  市市立立釧釧路路総総合合病病院院      EEnngg..      歯歯      220000床床    
KKuusshhiirroo  CCiittyy  GGeenneerraall  HHoossppiittaall   

     
（（住住所所･･電電話話））〒085-0822 北海道釧路市春湖台1-12      TEL 0154-41-6121 
（（診診療療科科目目））      消化器内科・心臓血管内科・呼吸器内科・小児科・外科・心臓血管外科 

整形外科・脳神経外科・形成外科・皮膚科・泌尿器科・産婦人科 
耳鼻咽喉科･頭頸部外科・眼科・精神神経科・歯科･口腔外科 
放射線治療科 

（（受受付付時時間間））      8:30～11:00  
※診療科目により異なるのでお問い合わせください。  

（（休休  診診  日日））土・日・祝日・年末年始  
（（交交通通機機関関））      釧路駅からバス「市立病院前」下車  
（（備備    考考））200床以上の病院に認められる初診時の保険外併用療養費は医科7,000

円、歯科5,000円。  
消化器内科・心臓血管内科・呼吸器内科・外科・心臓血管外科・形成外科・

皮膚科・泌尿器科・耳鼻咽喉科･頭頸部外科・眼科については完全予約制の

ため、紹介状が必要です。  
（（ＵＵ  ＲＲ  ＬＬ））http://www.kushiro-cghp.jp/ 

 
 

 
 
 
 
 
9900  社社会会福福祉祉法法人人  北北海海道道社社会会事事業業協協会会帯帯広広病病院院    EEnngg..      220000床床   

OObbiihhiirroo  KKyyookkaaii  HHoossppiittaall      〈通称／帯広協会病院〉 

 
（（住住所所･･電電話話））〒080-0805 北海道帯広市東5条南9丁目2番地  TEL 0155-22-6600 
                            FAX 0155-24-7076 
（（診診療療科科目目））      内科・総合診療科・消化器内科・循環器内科・呼吸器内科・小児科・外科・

脳神経外科・整形外科・泌尿器科・産婦人科・眼科・耳鼻咽喉科・精神科・
麻酔科・形成外科・放射線科・腎臓内科・リハビリテーション科・ 
リウマチ科・救急科・病理診断科・糖尿病内科・心療内科・腫瘍内科 

（（受受付付時時間間））      8:30～11:00／13:00～15:00 
           ※診療科目により異なりますのでお問い合わせください。  
（（休休  診診  日日））第2･4土・日・祝日・年末年始（12/30～1/3） 
（（交交通通機機関関））      帯広駅 徒歩20分、十勝バス 5分  
（（備備    考考））200床以上の病院のため、初診時の特定療養費（2,200円）は自己負担。 

予約患者（定期通院されている方）優先 
（（ＵＵ  ＲＲ  ＬＬ））https://www.obihiro-kyokai-hsp.jp 
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9911  北北見見赤赤十十字字病病院院      ((EEnngg..))      歯歯      220000床床    
JJaappaanneessee  RReedd  CCrroossss  KKiittaammii  HHoossppiittaall  

   

（（住住所所･･電電話話））〒090-8666 北海道北見市北6条東2丁目     TEL 0157-24-3115 
（（診診療療科科目目））      （内科･総合診療科）・循環器内科・外科・小児科・産婦人科・整形外科 

皮膚科・神経精神科・泌尿器科・（頭頸部･耳鼻咽喉科）・眼科・麻酔科 
放射線科・形成外科・脳神経外科・（消化器内科･腫瘍内科） 
ペインクリニック内科・緩和ケア内科・歯科口腔外科 

（（受受付付時時間間））      8:00～11:00／13:00～15:00 
※診療科目により異なるのでお問い合わせください。  
※形成外科は火休診、眼科は水休診、ペインクリニックは火～木休診、 
頭頸部･耳鼻咽喉科及び脳神経外科は木休診。  

（（休休  診診  日日））土・日・祝日・日本赤十字社創立記念日（5/1）・年末年始（12/29～1/3） 
（（交交通通機機関関））      北見駅 徒歩5分  
（（備備    考考））200床以上の病院のため、初診時の選定療養費（7,700円※）は自己負担。 

救命救急センターの設備あり。  
※2023年4月以降は変更になる場合あり。  
内科･総合診療科・消化器内科･腫瘍内科・整形外科・放射線科・泌尿器科・ペ
インクリニック内科・緩和ケア内科・歯科口腔外科・眼科・頭頸部･耳鼻咽
喉科・循環器内科は紹介、予約外来。緊急時は全ての診療科で対応します。 

（（ＵＵ  ＲＲ  ＬＬ））http://www.kitami.jrc.or.jp 

 
 
 
 
 
 
 
9922  留留萌萌市市立立病病院院  RRuummooii  CCiittyy  HHoossppiittaall      220000床床   

 
（（住住所所･･電電話話））〒077-8511 北海道留萌市東雲町2-16-1     TEL 0164-49-1011 
（（診診療療科科目目））      内科・神経精神科・呼吸器内科・消化器内科・循環器内科・小児科  
      外科・整形外科・形成外科・脳神経外科・皮膚科・泌尿器科  

産婦人科・眼科・耳鼻咽喉科・麻酔科・放射線科・病理診断科  
リハビリテーション科  

（（受受付付時時間間））      8:15～11:30／13:30～15:00 
（（休休  診診  日日））土・日・祝日  
（（交交通通機機関関））      留萌駅よりバス10分 「市立病院前」下車  
（（備備    考考））200床以上の病院のため、初診時の保険外併用療養費（1,716円）は自己負担。 

診療科によって受付時間や体制が異なります。各診療科へお問い合わせくだ

さい。 
（（ＵＵ  ＲＲ  ＬＬ））http://rumoi-hp.jp/ 
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9933  医医療療法法人人  王王子子総総合合病病院院  OOjjii  GGeenneerraall  HHoossppiittaall    歯歯      220000床床   

 
（（住住所所･･電電話話））〒053-8506 北海道苫小牧市若草町3-4-8     TEL 0144-32-8111 
                             FAX 0144-32-7119 
（（診診療療科科目目））      内科・呼吸器内科・循環器内科・消化器内科・血液腫瘍内科・小児科・外科 

呼吸器外科・整形外科・脳神経外科・脳神経内科・心臓血管外科・皮膚科 
泌尿器科・産婦人科・眼科・耳鼻咽喉科・放射線治療科・麻酔科・歯科 
歯科口腔外科・精神科 

（（受受付付時時間間））      8:30～15:00  
      ※診療科により異なるのでお問い合わせください。  
（（休休  診診  日日））土・日・祝日・年末年始 
（（交交通通機機関関））      苫小牧駅 徒歩10分  
（（備備    考考）200床以上の病院のため、初診時の保険外併用療養費（1,100円）は自己負担。 
（（ＵＵ  ＲＲ  ＬＬ））http://www.ojihosp.or.jp/ 

 
 
 
 
 
 
 
 
9944  市市立立稚稚内内病病院院  WWaakkkkaannaaii  CCiittyy  HHoossppiittaall    220000床床    

 
（（住住所所･･電電話話））〒097-8555 北海道稚内市中央4-11-6      TEL 0162-23-2771 
（（診診療療科科目目））      内科・消化器内科・血液内科・神経内科・循環器内科・外科・小児科  

整形外科・産婦人科・皮膚科・泌尿器科・泌尿器科（人工透析）  
精神神経科・眼科・耳鼻咽喉科・麻酔科・放射線科・リハビリテーション科  

（（受受付付時時間間））      8:30～11:00／13:00～16:00 
（科により診療日・診療時間が異なるのでお問い合わせください）  

（（休休  診診  日日））土・日・祝日  
（（交交通通機機関関））      稚内駅（最寄駅）  
（（備備    考考））200床以上の病院に認められる初診時の保険外併用療養費は0円。  
（（ＵＵ  ＲＲ  ＬＬ））http://www.city.wakkanai.hokkaido.jp/hospital/ 
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9955  名名寄寄市市立立総総合合病病院院  NNaayyoorroo  CCiittyy  GGeenneerraall  HHoossppiittaall    220000床床   

 
（（住住所所･･電電話話））〒096-8511 北海道名寄市西7条南8丁目     TEL 01654-3-3101 
（（診診療療科科目目））      循環器内科・呼吸器内科・消化器内科・糖尿病･代謝内科  

外科・心臓血管外科・整形外科・心療内科･精神科・産婦人科  
泌尿器科・皮膚科・耳鼻咽喉科・眼科・小児科・脳神経外科  
神経内科・麻酔科・放射線科・内科・呼吸器外科・救急科  
（リハビリテーション、人工透析）  

（（受受付付時時間間））      8:00～11:30／13:00～15:15（科により変更あり）  
（（休休  診診  日日））土・日・祝日  
（（交交通通機機関関））      JR名寄駅 徒歩10分  
（（備備    考考））200床以上の病院のため、初診時の保険外併用療養費（1,500円）は自己負担。 
      時間外救急窓口あり。  
（（ＵＵ  ＲＲ  ＬＬ））http://www.nayoroch.jp 

 
 
 
 
 
 
9966  市市立立根根室室病病院院  NNeemmuurroo  CCiittyy  HHoossppiittaall 

 
（（住住所所･･電電話話））〒087-8686 北海道根室市有磯町1-2       TEL 0153-24-3201 
（（診診療療科科目目））      内科・消化器内科・循環器内科・呼吸器内科・小児科・外科  

産婦人科・整形外科・眼科・放射線科・リハビリテーション科  
皮膚科・麻酔科・耳鼻咽喉科・泌尿器科・心臓血管外科  
脳神経外科  

（（受受付付時時間間））      8:30～11:00（一部）／13:30～15:00（一部）  
      ※診療科目により異なりますので事前にご確認ください。  
（（休休  診診  日日））土・日・祝日  
（（交交通通機機関関））      根室駅 徒歩10分  
（（備備    考考））—— 
（（ＵＵ  ＲＲ  ＬＬ））http://www.city.nemuro.hokkaido.jp/hsp/index.php 
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9977  青青森森市市民民病病院院  AAoommoorrii  CCiittyy  HHoossppiittaall    EEnngg..      歯歯      220000床床    
 
（（住住所所･･電電話話））〒030-0821 青森県青森市勝田1-14-20    TEL 017-734-2171（代） 
（（診診療療科科目目））      糖尿病･内分泌内科・循環器内科・呼吸器内科※・消化器内科・精神神経科※ 

小児科・外科・整形外科・脳神経外科・心臓血管外科・皮膚科  
ひ尿器科・産婦人科・眼科・耳鼻いんこう科・リハビリテーション科  
形成外科・放射線科・麻酔科・歯科口腔外科・病理診断科  

（（受受付付時時間間））      8:00～11:30  
（（休休  診診  日日））土・日・祝日・年末年始（12/29～1/3）  
（（交交通通機機関関））      青森駅より「市民病院行」バスで15分  
（（備備    考考））200床以上の病院のため、初診時の非紹介患者初診料（医科7,700円   

歯科5,500円）は自己負担となります。新患の場合、診療科によっては

紹介状持参の方のみの受付の場合があります。また、受付時間も診療

科によって異なりますので、事前にご連絡ください。  
※呼吸器内科、精神神経科は休診。  

（（ＵＵ  ＲＲ  ＬＬ））http://www.city.aomori.aomori.jp/byouin/top.html 

 
 
 
 
 
 
 
9988  八八戸戸赤赤十十字字病病院院      ((EEnngg..))      歯歯      220000床床    

JJaappaanneessee  RReedd  CCrroossss  SSoocciieettyy  HHaacchhiinnoohhee  HHoossppiittaall     
 
（（住住所所･･電電話話））〒039-1104 青森県八戸市大字田面木字中明戸2 TEL 0178-27-3111 
（（診診療療科科目目））      外科・脳神経外科・整形外科・リウマチ科・産婦人科・耳鼻咽喉科  
      眼科・皮膚科・泌尿器科・精神科・放射線科・麻酔科・歯科  
      歯科口腔外科・リハビリテーション科・小児科・消化器内科  

循環器内科・呼吸器内科・糖尿病代謝内科・血液内科・神経内科  
心臓血管外科・病理診断科・形成外科  

（（受受付付時時間間））      8:30～11:00 
（（休休  診診  日日））土・日・祝日・日本赤十字社創立記念日（5/1）  
（（交交通通機機関関））      八戸駅 徒歩20分、市営バス･南部バス日赤経由  

「日赤入口」または「日赤病院」下車  
（（備備    考考））200床以上の病院のため、初診時の選定療養費7,700円（税込）は自己負担。 
       外来予約制。初診は予約外のため、診察日時･紹介状の要否等について  

予めご確認ください。  

（（ＵＵ  ＲＲ  ＬＬ））http://www.hachinohe.jrc.or.jp 
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9999  岩岩手手県県立立中中央央病病院院      ((EEnngg..))      歯歯      220000床床    

IIwwaattee  PPrreeffeeccttuurraall  CCeennttrraall  HHoossppiittaall 
 
（（住住所所･･電電話話））〒020-0066 岩手県盛岡市上田1-4-1       TEL 019-653-1151 
（（診診療療科科目目））      標ぼう診療科29科（一部診療予約あり）  
（（受受付付時時間間））      8:30～11:00 
（（休休  診診  日日））土・日・祝日  
（（交交通通機機関関））      JR上盛岡駅 徒歩7分  
（（備備    考考））200床以上の病院のため、初診時の保険外併用療養費は自己負担。料金は医科

7,700円、歯科5,500円です。初診の場合、診療科によっては

紹介状持参の方のみの受付の場合があります。受診時の注

意事項について、当院ホームページ「入院・外来・相談・健診」

よりご確認ください。 
（（ＵＵ  ＲＲ  ＬＬ））https://www.chuo-hp.jp/ 

 
110000  地地域域医医療療機機能能推推進進機機構構((JJCCHHOO))  仙仙台台南南病病院院  JJCCHHOO  SSeennddaaii  MMiinnaammii  HHoossppiittaall 

 
（（住住所所･･電電話話））〒981-1103 宮城県仙台市太白区中田町字前沖143   TEL 022-306-1711 
（（診診療療科科目目））      内科・外科・整形外科・循環器科・泌尿器科  
（（受受付付時時間間））      内科・外科・循環器科 8:00～11:30 

整形外科 8:00～10:30 
泌尿器科 月・木・金（8:00～11:30）、火（休診）、水（完全予約制） 

（（休休  診診  日日））土・日・祝日  
（（交交通通機機関関））      JR南仙台駅 徒歩30分  
      市営バス「JCHO仙台南病院前」バス停下車 徒歩5分 
（（備備    考考））———— 
（（ＵＵ  ＲＲ  ＬＬ））http://sendaiminami.jcho.go.jp/ 
 
 
110011  東東北北医医科科薬薬科科大大学学病病院院      EEnngg..      歯歯      220000床床    

TToohhookkuu  MMeeddiiccaall  AAnndd  PPhhaarrmmaacceeuuttiiccaall  UUnniivveerrssiittyy  HHoossppiittaall 
 
（（住住所所･･電電話話））〒983-8512 宮城県仙台市宮城野区福室1-12-1     TEL 022-259-1221 
（（診診療療科科目目））      総合診療科・呼吸器内科・循環器内科・消化器内科・腫瘍内科・糖尿病代謝

内科・腎臓内分泌内科・脳神経内科・感染症内科・消化器外科・肝胆膵外科 
呼吸器外科・心臓血管外科・乳腺･内分泌外科・整形外科・精神科・血液･リ

ウマチ科・小児科・皮膚科・泌尿器科・産婦人科・眼科・耳鼻咽喉科・リハ

ビリテーション科・放射線科・救急科・歯科口腔外科・麻酔科・病理診断科 
がん治療支援（緩和）科・脳神経外科・形成外科 

（（受受付付時時間間））      8:30～11:30  
※診療科により受付時間、診療時間が異なります。ホームページをご参照く

ださい。 
（（休休  診診  日日））土・日・祝日・年末年始（12/29～1/3）  
（（交交通通機機関関））      仙石線 陸前高砂駅 徒歩約7分  
（（備備    考考））200床以上の地域医療支援病院のため、選定療養費（初診時：医科7,700円、

歯科5,500円、再診時：医科3,300円、歯科2,090円）は自己負担。 
（（ＵＵ  ＲＲ  ＬＬ））http://www.hosp.tohoku-mpu.ac.jp/ 
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110022  山山形形済済生生病病院院  YYaammaaggaattaa  SSaaiisseeii  HHoossppiittaall    EEnngg..      220000床床   
 
（（住住所所･･電電話話））〒990-8545 山形県山形市沖町79番1         TEL 023-682-1111 
（（診診療療科科目目））      内科・神経内科・呼吸器内科・消化器内科・循環器内科・糖尿病･内分泌内科・ 

腎臓内科・血液内科・リウマチ科・小児科・外科･乳腺外科・整形外科・形成

外科・脳神経外科・心臓血管外科･呼吸器外科・産婦人科・眼科・耳鼻咽喉

科・リハビリテーション科・放射線科・皮膚科・泌尿器科・麻酔科・精神科 
（（受受付付時時間間））      8:45～11:00／13:30～15:00 
（（休休  診診  日日））土・日・祝日・創立記念日（10/15）・年末年始  
（（交交通通機機関関））      JR羽前千歳駅 徒歩10分  
（（備備    考考））  地域支援病院のため、初診時の保険外併用療養費（7,000円）は自己負担。 

（（ＵＵ  ＲＲ  ＬＬ））http://www.ameria.org/ 

 

 

 

 
110033  山山形形市市立立病病院院済済生生館館 YYaammaaggaattaa  CCiittyy  HHoossppiittaall  SSaaiisseeiikkaann    歯歯      220000床床   

 
（（住住所所･･電電話話））〒990-8533 山形県山形市七日町1-3-26        TEL 023-625-5555 
（（診診療療科科目目））      内科・消化器内科・呼吸器内科・循環器内科・外科・整形外科・脳神経外科 

産婦人科・眼科・耳鼻咽喉･頭頸部外科・皮膚科・泌尿器科・放射線科・小児科 
脳神経内科・歯科･歯科口腔外科・脳･血管放射線科・形成外科 

（（受受付付時時間間））      8:30～11:30 
（（休休  診診  日日））土・日・祝日・年末年始（12/29～1/3）  
（（交交通通機機関関））      山形駅 徒歩20分、バス10分  
（（備備    考考））  予約優先。200床以上の地域医療支援病院のため、初診時の選定療養費7,700

円（歯科は5,500円）は自己負担。 
（（ＵＵ  ＲＲ  ＬＬ））http://www.saiseikan.jp/ 

 
 
 
 
110044  医医療療法法人人篠篠田田好好生生会会  篠篠田田総総合合病病院院    ((EEnngg..))      歯歯      220000床床    

SShhiinnooddaa  GGeenneerraall  HHoossppiittaall 

 
（（住住所所･･電電話話））〒990-0045 山形県山形市桜町2-68          TEL 023-623-1711 
（（診診療療科科目目））      内科・外科・産婦人科・整形外科・放射線科・耳鼻咽喉科・眼科  
      歯科口腔外科・脳神経外科・呼吸器科・循環器科・皮膚科・泌尿器科  
      精神心療科・小児科・消化器科・麻酔科・人工腎臓センター  

リハビリテーション・人間ドックセンター・認知症疾患医療センター  
健診センター・乳腺甲状腺科・形成外科・訪問看護ステーション  
居宅介護支援事業所・禁煙外来  

（（受受付付時時間間））      8:40～16:30 ※予約制につき、１度電話をお願いします。  
（（休休  診診  日日））土（午後）・日・祝日  
（（交交通通機機関関））      山形駅 徒歩5分  
（（備備    考考））救急指定病院。  
（（ＵＵ  ＲＲ  ＬＬ））http://www.shinoda-hp.or.jp/ 
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110055  一一般般財財団団法法人人  大大原原記記念念財財団団  大大原原綜綜合合病病院院    EEnngg..      歯歯      220000床床    
OOhhaarraa  GGeenneerraall  HHoossppiittaall 

 
（（住住所所･･電電話話））〒960-8611 福島県福島市上町6-1          TEL 024-526-0300 
（（診診療療科科目目））      内科・呼吸器内科・循環器内科・腎臓内科・アレルギー科・リウマチ科 

脳神経内科・消化器内科・糖尿病内分泌内科・心療内科・精神科・小児科 
外科・消化器外科・乳腺外科・整形外科・脳神経外科・心臓血管外科 
呼吸器外科・形成外科・小児外科・耳鼻咽喉科・頭頸部外科・泌尿器科 
眼科・産婦人科・皮膚科・放射線科・麻酔科・病理診断科 
リハビリテーション科・歯科・歯科口腔外科 

（（受受付付時時間間））      8:30～11:00 
（（休休  診診  日日））土・日・祝日・年末年始（12/30～1/3）  
（（交交通通機機関関））      福島駅 徒歩10分  
（（備備    考考））  200床以上の病院のため、初診時の保険外併用療養費（7,700円）は自己負担。 

かかりつけ医がある場合は、紹介状をご持参ください。 
（（ＵＵ  ＲＲ  ＬＬ））http://www.ohara-hp.or.jp/ohara/ 

 
 
 
110066  一一般般財財団団法法人人  大大原原記記念念財財団団  大大原原医医療療セセンンタターー      ((EEnngg..))    

OOhhaarraa  MMeeddiiccaall  CCeenntteerr 
 
（（住住所所･･電電話話））〒960-0102 福島県福島市鎌田字中江33      TEL 024-554-2001 
                                           FAX 024-554-2014 
（（診診療療科科目目））      内科・整形外科・リハビリテーション科  
（（受受付付時時間間））      8:30～11:00 
      整形外科は第1･3･5水のみ（初診者除く）  
（（休休  診診  日日））土・日・祝日・年末年始（12/30～1/3）  
（（交交通通機機関関））      阿武隈急行 卸町駅 徒歩5分、JR東北線 東福島駅 徒歩5分  
（（備備    考考））—— 
（（ＵＵ  ＲＲ  ＬＬ））http://www.ohara-hp.or.jp/iryou/ 

 
 
 
 
110077  済済生生会会福福島島総総合合病病院院  SSaaiisseeiikkaaii  FFuukkuusshhiimmaa  GGeenneerraall  HHoossppiittaall    220000床床   

 
（（住住所所･･電電話話））〒960-1101 福島県福島市大森字下原田25番地   TEL 024-544-5171 
（（診診療療科科目目））      内科・外科・整形外科・婦人科・消化器科・循環器科・呼吸器科・耳鼻咽喉科 
      眼科・泌尿器科・精神･神経科・麻酔科・放射線科 
（（受受付付時時間間））      9:00～16:00 
（（休休  診診  日日））土・日・祝日・年末年始  
（（交交通通機機関関））      JR東北本線 南福島駅  徒歩10分、福島交通バス「済生会病院前」下車  
（（備備    考考））200床以上の病院のため、初診時の保険外併用療養費（3,300円）は自己負担。 

詳細な診療科、医師、診療時間等については病院ホームページを参照して下

さい。 
（（ＵＵ  ＲＲ  ＬＬ））http://www.saisei.ecnet.jp/ 

 



 - 75 -

110088  水水戸戸済済生生会会総総合合病病院院  MMiittoo  SSaaiisseeiikkaaii  GGeenneerraall  HHoossppiittaall    EEnngg..      歯歯    

      220000床床   

（（住住所所･･電電話話））〒311-4198 茨城県水戸市双葉台3-3-10        TEL 029-254-5151 
（（診診療療科科目目））      全科（歯科・口腔外科併設）  
（（受受付付時時間間））      8:15～11:30 

外科・ペインクリニック※1 8:15～10:30 
皮膚科          8:15～11:30（火・水） 
整形外科※2・産婦人科   8:15～11:00 
耳鼻咽喉科        8:15～11:00／14:00～15:30（月は午前のみ） 
泌尿器科         8:15～10:30（月・金） 
             8:15～11:00（火・水・木） 
歯科・口腔外科      8:15～11:00／13:30～15:00 

（（休休  診診  日日））土・日・祝日  
（皮膚科）   月・木・金  
（心臓血管外科）木  
（耳鼻咽喉科） 月午後  

（（交交通通機機関関））      水戸駅・赤塚駅より茨交バスで「水戸済生会病院」下車 
（（備備    考考））200床以上の病院のため、初診時の保険外併用療養費は自己負担（7,700円）。 

※ 1 初診は、紹介状持参の方、当科1年以内に受診のある方のみ。  
※ 2 初診は紹介状持参の方、当科で入院歴・手術歴のある方、当院全科

1年以内に受診歴のある方のみ。  
（（ＵＵ  ＲＲ  ＬＬ））http://www.mito-saisei.jp 

 
 
 
 
 
 
110099  独独立立行行政政法法人人地地域域医医療療機機能能推推進進機機構構((JJCCHHOO))ううつつののみみやや病病院院    

JJCCHHOO  UUttssuunnoommiiyyaa  HHoossppiittaall 

  
（（住住所所･･電電話話））〒321-0143 栃木県宇都宮市南高砂町11-17   TEL 028-653-1001（代表） 
（（診診療療科科目目））      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  

小児科・外科・整形外科・皮膚科・脳神経外科・呼吸器外科  
泌尿器科・産婦人科・眼科・耳鼻咽喉科・麻酔科  
放射線科・リハビリテーション科  

（（受受付付時時間間））      8:30～11:30（内科は11:00まで）  
      13:30～15:30（午後は診療科により異なります）  
（（診診療療時時間間））9:00～12:00／13:00～17:00 
（（休休  診診  日日））土・日・祝祭日・年末年始（12/29～1/3）  
（（交交通通機機関関））      宇都宮線 雀宮駅 徒歩15分  

JR宇都宮駅より関東バス石橋方面行「JCHOうつのみや病院」下車  
（（備備    考考））—— 
（（ＵＵ  ＲＲ  ＬＬ））http://utsunomiya.jcho.go.jp/ 
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111100  独独立立行行政政法法人人地地域域医医療療機機能能推推進進機機構構((JJCCHHOO))  群群馬馬中中央央病病院院    ((EEnngg..))      歯歯      220000床床    
JJCCHHOO  GGuunnmmaa  CChhuuoo  HHoossppiittaall  

 
（（住住所所･･電電話話））〒371-0025 群馬県前橋市紅雲町1-7-13        TEL 027-221-8165 
（（診診療療科科目目））      内科・小児科・外科・整形外科・産婦人科・耳鼻咽喉科・眼科・歯科

麻酔科・皮膚科・泌尿器科・和漢診療科・消化器内科・神経内科・放射線科 
循環器内科・糖尿病内分泌科 

（（受受付付時時間間））      初診 8:00～11:00、再診  7:00～11:00 
      診療科により予約のみ、または曜日により診療していない科や診療時間が異

なるため、受診前に電話またはホームページにて確認してください。 
（（休休  診診  日日））土・日・祝日  
（（交交通通機機関関））      JR両毛線 前橋駅 徒歩15分  
（（備備    考考））  200床以上の病院のため、初診時選定療養費（7,700円 ※2022年12月末時点）

は自己負担。その他変更になる場合もありますので受診前に電話確認し

てください。  
（（ＵＵ  ＲＲ  ＬＬ））http://gunma.jcho.go.jp/ 

 

 

 

 

 
111111  原原町町赤赤十十字字病病院院  HHaarraammaacchhii  RReedd  CCrroossss  HHoossppiittaall   

 
（（住住所所･･電電話話））〒377-0882 群馬県吾妻郡東吾妻町大字原町698    TEL 0279-68-2711 
（（診診療療科科目目））      内科・消化器科・外科・整形外科・婦人科・耳鼻咽喉科・精神科  
      眼科・脳神経外科・泌尿器科・皮膚科・小児科・麻酔科・循環器科  

糖尿病内分泌内科・放射線科・呼吸器外科・リハビリテーション科  
（（受受付付時時間間））      8:00～11:00（当院初診の場合は8:30～11:00）  
（（休休  診診  日日））第2･4･5土・日・祝日・年末年始（12/29～1/3）  
（（交交通通機機関関））      吾妻線 群馬原町駅 徒歩2～3分  
（（備備    考考））－－  
（（ＵＵ  ＲＲ  ＬＬ））http://www.haramachi.jrc.or.jp 
 
 
111122  坂坂のの上上外外科科  SSaakkaannoouueeggeekkaa    EEnngg..   

 
（（住住所所･･電電話話））〒267-0061 千葉県千葉市緑区土気町311       TEL 043-294-5551 
（（診診療療科科目目））      外科・胃腸科・内科・呼吸器内科・リハビリテーション科・整形外科・ 

内視鏡内科 
（（受受付付時時間間））      月・火・水・木 9:00～12:00／15:00～18:00 
      金 9:00～12:00／14:00～17:00 
      土 9:00～12:30／14:00～17:00 
（（休休  診診  日日））日・祝日  
（（交交通通機機関関））      外房線 土気駅 徒歩15分  
（（備備    考考））—— 
（（ＵＵ  ＲＲ  ＬＬ））https://sakanouegeka.com/ 
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111133  医医療療法法人人愛愛のの家家  高高根根台台病病院院  TTaakkaanneeddaaii  HHoossppiittaall 

 

（（住住所所･･電電話話））〒274-0065 千葉県船橋市高根台4-1-1      TEL 047-465-2200 
（（診診療療科科目目））      内科・皮膚科・整形外科  
（（受受付付時時間間））      内科 9:00～11:45／15:00～17:45、日 9:00～12:45／15:00～16:45 
      整形外科 月・火・金 9:00～11:45／15:00～16:45 

木   9:00～11:30／15:00～16:30 
      （午前の初診受付 11:00まで）  

      皮膚科 日 9:00～12:45のみ  
（（休休  診診  日日））水・祝日  
（（交交通通機機関関））      新京成線 高根公団駅 徒歩7分  
（（備備    考考））—— 
（（ＵＵ  ＲＲ  ＬＬ））http://www.aino-ie.jp/ 

 
 

 
 
 
111144  山山田田医医院院  YYaammaaddaa  CClliinniicc 

 
（（住住所所･･電電話話））〒294-0055 千葉県館山市那古756          TEL 0470-27-2002 
（（診診療療科科目目））      内科・肛門科  
（（受受付付時時間間））      8:30～17:00 
（（休休  診診  日日））木・日・祝日  
（（交交通通機機関関））      内房線 那古船形駅 徒歩10分  
（（備備    考考））—— 
（（ＵＵ  ＲＲ  ＬＬ））—— 
 

 

 

111155  
おお

越越
ごご

後後
ぬぬきき

貫貫医医院院  OOggoonnuukkii  II iinn 

 
（（住住所所･･電電話話））〒299-5225 千葉県勝浦市墨名672          TEL 0470-73-3137 
（（診診療療科科目目））      内科  
（（受受付付時時間間））      8:30～17:00 
（（休休  診診  日日））木・土（午後）・日・祝日  
（（交交通通機機関関））      外房線 勝浦駅 徒歩1分  
（（備備    考考））—— 
（（ＵＵ  ＲＲ  ＬＬ））—— 
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111166  国国保保直直営営  君君津津中中央央病病院院大大佐佐和和分分院院      ((EEnngg..))    
KKiimmiittssuu  CChhuuoo  HHoossppiittaall 

 
（（住住所所･･電電話話））〒293-0036 千葉県富津市千種新田710        TEL 0439-65-1251 
（（診診療療科科目目））      内科（月～金午前）・小児科（月～金午前）  

循環器内科（月午後予約制）・脳神経内科（月午前）  
糖尿病･内分泌･代謝内科（木・金午前予約制）・外科（水午前）  
皮膚科（火午後）・整形外科（火午後予約制）  
泌尿器科（火午前・木午前・午後予約制）  
眼科（月・水・木午前・午後および火・金午前）  
人間ドック（水・金午前）  

（（受受付付時時間間））      8:00～11:30／12:00～15:00 
（（休休  診診  日日））土・日・祝日・年末年始（12/29～1/3）  
（（交交通通機機関関））      JR内房線 大貫駅 徒歩10分  
（（備備    考考））—— 
（（ＵＵ  ＲＲ  ＬＬ））http://www.hospital.kisarazu.chiba.jp/ 
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111177  独独立立行行政政法法人人地地域域医医療療機機能能推推進進機機構構((JJCCHHOO))  山山梨梨病病院院  
JJCCHHOO  YYaammaannaasshhii  HHoossppiittaall 

 
（（住住所所･･電電話話））〒400-0025 山梨県甲府市朝日3丁目11番16号      TEL 055-252-8831 
（（診診療療科科目目））      内科・呼吸器内科・循環器内科・消化器内科・血液内科・内分泌･代謝内科 

脳神経内科・外科・消化器外科・乳腺外科・肛門外科・整形外科 
リウマチ科・婦人科・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・麻酔科・皮膚科 

（（受受付付時時間間））      8:00～11:30／13:00～15:00（専門外来の為要予約）  
（（休休  診診  日日））土・日・祝日・年末年始  
（（交交通通機機関関））      中央線 甲府駅 徒歩7分  
（（備備    考考））診療科によって事前予約が必要な場合があります。予めお問い合わせください。 

予約の患者様の状況等によって診察までにお時間を頂く場合があります。 
（（ＵＵ  ＲＲ  ＬＬ））http://yamanashi.jcho.go.jp/ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
111188  長長野野県県立立信信州州医医療療セセンンタターー          ((EEnngg..))      220000床床    

NNaaggaannoo  PPrreeffeeccttuurraall  SShhiinnsshhuu  MMeeddiiccaall  CCeenntteerr 

 
（（住住所所･･電電話話））〒382-0091 長野県須坂市大字須坂1332        TEL 026-245-1650 
（（診診療療科科目目））      内科・精神科・脳神経内科・呼吸器内科・消化器内科・循環器内科  

小児科・外科・整形外科・形成外科・脳神経外科・呼吸器外科  
皮膚科・泌尿器科・産婦人科・眼科・耳鼻咽喉科  
リハビリテーション科・放射線科・麻酔科・血管外科・感染症内科  
病理診断科・血液内科・救急科  

（（受受付付時時間間））      8:30～11:30 
（（休休  診診  日日））土・日・祝日・年末年始（12/29～1/3）  
（（交交通通機機関関））      長野電鉄 須坂駅 徒歩10分  
（（備備    考考））200床以上の病院のため、初診時の保険外併用療養費（1,500円 ※今後変更の

可能性あり）は自己負担。 
（（ＵＵ  ＲＲ  ＬＬ））http://shinshumedicalcenter.jp/ 
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111199  長長岡岡赤赤十十字字病病院院  NNaaggaaookkaa  RReedd  CCrroossss  HHoossppiittaall    EEnngg..      歯歯    

    220000床床    
 

（（住住所所･･電電話話））〒940-2085 新潟県長岡市千秋2-297-1        TEL 0258-28-3600 
                             FAX 0258-28-9000 
（（診診療療科科目目））      内科・精神科・神経内科・小児科・外科・整形外科・形成外科  

脳神経外科・呼吸器外科・心臓血管外科・小児外科・皮膚科  
泌尿器科・産科・婦人科・眼科・耳鼻咽喉科・リハビリテーション科  
放射線科・麻酔科・歯科･口腔外科・矯正歯科・救急科  

（（受受付付時時間間））      8:30～11:00 
※下欄に記載のない診療科・曜日については上記通りの受付となります。 
●整形外科：紹介のみ      
●外科：紹介・予約のみ  
●眼科：紹介・予約のみ  
●耳鼻科：紹介のみ 9:30～11:00  
●産科・婦人科：8:30～10:30 
●皮膚科：紹介・予約のみ 
●心臓血管外科：月・水・金のみ  
●小児外科：火・水・木のみ 
●形成外科：月・火・水・金のみ  
●呼吸器外科：火・木のみ    
●精神医学科：予約制 
都合により変更している場合があります。HP等で確認してください。 

（（休休  診診  日日））土・日・祝日・創立記念日（5/1）・年末年始（12/29～1/3）  
（（交交通通機機関関））      長岡駅より市内循環バス（10～15分間隔）内回り（大手大橋経由）20分  

外回り（長生橋経由）25分 「日赤病院前」下車 
（（備備    考考））  初診時の保険外併用療養費は医科7,700円、歯科5,500円。 
（（ＵＵ  ＲＲ  ＬＬ））http://www.nagaoka.jrc.or.jp/ 

 

 

 

 

 

 

 

112200  医医療療法法人人  知知命命堂堂病病院院  CChhiimmeeiiddoo  HHoossppiittaall 
 
（（住住所所･･電電話話））〒943-0834 新潟県上越市西城町3-6-31       TEL 025-523-2161 
                             FAX 025-526-1511 
（（診診療療科科目目））      内科・外科・婦人科・泌尿器科・脳神経内科・整形外科 

※脳神経内科（木午後）、整形外科（金午前） 
（（受受付付時時間間））      8:30～11:30 （婦人科は月・木のみ）  

脳神経内科（木） 13:30～16:00 ※予約制  
整形外科（金） 9:30～11:00 ※予約制  

（（休休  診診  日日））土・日・祝日・創立記念日（4/1）・8/15～16・年末年始（12/31～1/3） 
（（交交通通機機関関））      トキめき鉄道 妙高はねうまライン 高田駅 徒歩7分 
（（備備    考考））受付時間の詳細等、不明な点は病院までお問い合わせください。 
（（ＵＵ  ＲＲ  ＬＬ））http://www.chimeido.jp 
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112211  富富山山市市立立富富山山市市民民病病院院  TTooyyaammaa  CCiittyy  HHoossppiittaall      歯歯      220000床床   
 
（（住住所所･･電電話話））〒939-8511 富山県富山市今泉北部町2-1       TEL 076-422-1112 
（（診診療療科科目目））      内科（脳神経内科・呼吸器内科・消化器内科・循環器内科・内分泌代謝内科 

血液内科・腎臓内科・透析内科・腫瘍内科・感染症内科）・精神科 
精神デイケア科・小児科・外科（消化器外科・乳腺外科）・整形外科 
関節再建外科・形成外科・脳神経外科・呼吸器･血管外科・皮膚科 
泌尿器科・産婦人科・眼科・耳鼻咽喉科・リハビリテーション科 
放射線治療科・放射線診断科・歯科口腔外科・麻酔科 
ペインクリニック内科・緩和ケア内科・病理診断科・救急科・健康管理科 

（（受受付付時時間間））      午前◆8:30～11:30（初診・再診）  
※再来受付 8:00～  

午後◆内科 13:00～15:30（再診）（予約） 
◆精神科 14:00～16:00（木のみ15:00まで） 
◆皮膚科 14:00～15:00（月・水・木・金） 

       診療科によって受付時間が異なりますので、詳細はお問い合わせください。 
（（休休  診診  日日））土・日・祝日・年末年始（12/29～1/3）  
（（交交通通機機関関））      地鉄バス 「富山市民病院前」「富山市民病院口」「富山市民病院（構内）」 
（（備備    考考））200床以上の病院に認められる初診時の保険外併用療養費（医科7,700

円、歯科5,500円）は自己負担。  
（（ＵＵ  ＲＲ  ＬＬ））http://www.tch.toyama.toyama.jp 
 
 
 
 
 
 
112222  石石川川県県済済生生会会金金沢沢病病院院  SSaaiisseeiikkaaii  KKaannaazzaawwaa  HHoossppiittaall    EEnngg..      220000床床   

 
（（住住所所･･電電話話））〒920-0353 石川県金沢市赤土町ニ13-6        TEL 076-266-1060 
（（診診療療科科目目））      内科・脳神経内科・循環器内科・消化器内科・呼吸器内科・外科・整形外科 

脳神経外科・泌尿器科・眼科・リウマチ科・リハビリテーション科・麻酔科 
放射線科・小児科（休診中）・皮膚科・心臓血管外科 

（（受受付付時時間間））      8:30～11:30 
（（休休  診診  日日））土・日・祝日・年末年始（12/29～1/3）  
（（交交通通機機関関））      JR金沢駅 北鉄バス25分  
（（備備    考考））  200床以上の病院のため、初診時の保険外併用療養費（2,200円）は自己負担。 
 予約患者優先のため、初診の方は診察待ちがあります。 
 午後の診療は予約患者・紹介患者のみとなります。ただし、急患はこの限り

 ではありません。 
（（ＵＵ  ＲＲ  ＬＬ））https://saiseikaikanazawa.jp 
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112233  金金沢沢市市立立病病院院  KKaannaazzaawwaa  MMuunniicciippaall  HHoossppiittaall      220000床床   

 
（（住住所所･･電電話話））〒921-8105 石川県金沢市平和町3-7-3         TEL 076-245-2600 
（（診診療療科科目目））      内科・呼吸器内科・消化器内科・循環器内科・腎臓リウマチ科 

内分泌･糖尿病内科・血液内科・外科・整形外科・脳神経外科・皮膚科 
泌尿器科・産婦人科・眼科・耳鼻咽喉科・麻酔科・ペインクリニック科 
神経内科・放射線科・リハビリテーション科・小児科 

（（受受付付時時間間））      8:30～11:30／13:00～15:00（午後から休診になる診療科があります。）  
皮膚科 13:00～17:00 
小児科 13:00～17:00・水 15:00～17:00・第2木 13:00～16:00 

（（休休  診診  日日））土・日・祝日・年末年始（12/29～1/3） 
（（交交通通機機関関））      JR北陸本線 金沢駅 兼六園口（東口）バス乗り場より北陸鉄道バス25分 
（（備備    考考））  200床以上の病院のため、初診時の非紹介患者初診加算料は自己負担。 
（（ＵＵ  ＲＲ  ＬＬ））http://kanazawa-municipal-hosp.com/ 

 

 

 

 

 

 

 

 

112244  福福井井県県済済生生会会病病院院  FFuukkuuii--kkeenn  SSaaiisseeiikkaaii  HHoossppiittaall    ((EEnngg..))      220000床床   

 
（（住住所所･･電電話話））〒918-8503 福井県福井市和田中町舟橋7-1      TEL 0776-23-1111 
（（診診療療科科目目））      内科・外科・整形外科・産婦人科・放射線科・泌尿器科・呼吸器科 
      循環器科・眼科・耳鼻咽喉科・脳神経外科・消化器科・呼吸器外科 

小児科・麻酔科・リハビリ科・神経精神科・皮膚科・口腔外科 
脳神経内科・腫瘍内科・心臓血管外科・病理診断科・緩和ケア外科 

（（受受付付時時間間））      8:20～11:00 午後は予約のみ（受付機は7:40～稼動）  
※急患についてはこの限りではありません。  

（（休休  診診  日日））土・日・祝日  
（（交交通通機機関関））      JR福井駅よりバス約15分  
（（備備    考考））200床以上の病院のため、初診時の保険外併用療養費7,700円（税込）は自己

負担。皮膚科、産婦人科、乳腺外科、外科は紹介制・完全予約制です。神経

精神科は完全予約制です。 
（（ＵＵ  ＲＲ  ＬＬ））http://www.fukui-saiseikai.com 
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112255  朝朝日日大大学学病病院院  AAssaahhii  UUnniivveerrssiittyy  HHoossppiittaall    EEnngg..      ((歯歯))      220000床床    
 

（（住住所所･･電電話話））〒500-8523 岐阜県岐阜市橋本町3-23         TEL 058-253-8001 
（（診診療療科科目目））      内科・消化器内科・循環器内科・腎臓内科・呼吸器内科・糖尿病 

内分泌内科・放射線診断科・放射線治療科・外科（水休診） 
脳神経内科（月･火･金）・乳腺外科（月～金）・耳鼻咽喉科（月～金） 
頭頸部外科（月～金）・消化器外科（水休診）・婦人科（第3月午後･火～木

午後）・脳神経外科・整形外科・皮膚科（月～水･金）・リウマチ科 
歯科口腔外科・リハビリテーション科・眼科（月～金）・泌尿器科・麻酔科 
病理診断科・人間ドッグ（完全予約） 

（（受受付付時時間間））      8:00～11:30 
（（休休  診診  日日））日・祝祭日・年末年始・その他病院の定めた日  
（（交交通通機機関関））      JR岐阜駅西500m（徒歩7分）、岐阜バス  「朝日大学病院前」下車  
（（備備    考考））  200床以上の病院のため、初診時の保険外併用療養費（1,100円）は自己負担。 

歯科診療は、紹介状が必要です。 
（（ＵＵ  ＲＲ  ＬＬ））http://www.hosp.asahi-u.ac.jp/ 

 
 
 
 
 
 
112266  馬馬渕渕消消化化器器内内科科ククリリニニッックク    

MMaabbuucchhii  GGaassttrrooiinntteessttiinnaall  MMeeddiicciinnee  CClliinniicc  
 
（（住住所所･･電電話話））〒503-0901 岐阜県大垣市高屋町1-54         TEL 0584-74-1511 
（（診診療療科科目目））      消化器内科・内科・循環器内科・小児科・放射線科  
（（受受付付時時間間））      9:00～11:30／16:00～18:30 
（（休休  診診  日日））木午後・土午後・日・祝日  
（（交交通通機機関関））      東海道線 大垣駅 徒歩5分  
（（備備    考考））—— 
（（ＵＵ  ＲＲ  ＬＬ））http://www.myclinic.ne.jp/mabu_cf/pc/ 
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112277  地地方方独独立立行行政政法法人人  静静岡岡市市立立静静岡岡病病院院          220000床床    

SShhiizzuuookkaa  CCiittyy  SShhiizzuuookkaa  HHoossppiittaall  
 
（（住住所所･･電電話話））〒420-8630 静岡県静岡市葵区追手町10-93       TEL 054-253-3125 
（（診診療療科科目目））      内科・脳神経内科・腎臓内科・内分泌･代謝内科・血液内科  

緩和ケア内科・呼吸器内科・消化器内科・循環器内科・小児科・外科  
消化器外科・整形外科・形成外科・脳神経外科・呼吸器外科  
心臓血管外科・皮膚科・泌尿器科・産婦人科・眼科・耳鼻咽喉科  
頭頸部外科・放射線治療科・口腔外科・精神科・麻酔科  
放射線診断科・リハビリテーション科・病理診断科・救急科  

（（受受付付時時間間））      8:00～11:30 ※一部受付曜日や時間が異なる診療科があります。  
（（休休  診診  日日））土・日・祝日・年末年始（12/29～1/3）  
（（交交通通機機関関））      静岡駅 徒歩15分  
（（備備    考考））初診時の保険外併用療養費（医科：7,700円（税込）、歯科：5,500円（税込））

は自己負担。受診される際は、病院ホームページをご覧ください。 
（（ＵＵ  ＲＲ  ＬＬ））http://www.shizuokahospital.jp/ 

 
 
 
 
 
 
 
112288  独立行政法人地域医療機能推進機構(JCHO)  中中京京病病院院    ((EEnngg..))      歯歯      220000床床    

JJCCHHOO  CChhuukkyyoo  HHoossppiittaall   

   
（（住住所所･･電電話話））〒457-8510 愛知県名古屋市南区三条1-1-10      TEL 052-691-7151 
（（診診療療科科目目））      全科  
（（受受付付時時間間））      8:30～11:00 
（（休休  診診  日日））土・日・祝日・年末年始  
（（交交通通機機関関））      市バス利用「中京病院」  
（（備備    考考））紹介状がない場合、初診時選定療養費として、医療費とは別に7,700円徴収 

します。 
（（ＵＵ  ＲＲ  ＬＬ））http://chukyo.jcho.go.jp 
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112299  市市立立四四日日市市病病院院  YYookkkkaaiicchhii  MMuunniicciippaall  HHoossppiittaall      歯歯      220000床床   

 
（（住住所所･･電電話話））〒510-8567 三重県四日市市芝田2-2-37        TEL 059-354-1111 
（（診診療療科科目目））      内科・精神科・血液内科・腎臓内科・糖尿病･内分泌内科・脳神経内科  

呼吸器内科・消化器内科・循環器内科・外科・消化器外科・乳腺外科  
形成外科・呼吸器外科・心臓血管外科・整形外科・脳神経外科  
小児科・耳鼻咽喉科・皮膚科・泌尿器科・産婦人科・眼科・放射線科  
リハビリテーション科・麻酔科・歯科口腔外科・病理診断科  

（（受受付付時時間間））      8:30～11:30 
（（休休  診診  日日））土・日・祝日・年末年始  
（（交交通通機機関関））      近鉄線 四日市駅 徒歩20分 バス5分  
（（備備    考考））200床以上の病院のため、医師の紹介状がない場合、初診時の保険外併用療

養費（7,700円）は自己負担。 
救急患者は随時受付。  
精神科は院内他科からの紹介のみ。 
歯科口腔外科は、口腔外科診療を専門としています。 
診療日時、紹介状の要否等について予めご確認ください。 

（（ＵＵ  ＲＲ  ＬＬ））http://www.city.yokkaichi.mie.jp/hospital/ 
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113300  堀堀川川病病院院・・ククリリニニッッククほほりりかかわわ  HHoorriikkaawwaa  HHoossppiittaall   

 
（（住住所所･･電電話話））〒602-0056 京都府京都市上京区堀川通今出川上ル北舟橋町865 
 堀川病院：TEL 075-441-8181 
 クリニックほりかわ：TEL 075-441-8185 
（（診診療療科科目目））      堀 川 病 院：婦人科・リハビリテーション・人工透析科  
      クリニックほりかわ：内科・外科・整形外科・皮膚科・耳鼻咽喉科  

泌尿器科・眼科  
（（受受付付時時間間））      堀 川 病 院：〈午前診〉婦人科 9:00～11:30（金・第1･3土のみ） 

クリニックほりかわ：〈午前診〉8:30～12:00（月～土） 
（（休休  診診  日日））日・祝日（急患は随時堀川病院で受付）  
（（交交通通機機関関））      京都駅より地下鉄烏丸線「今出川駅」下車 徒歩10分  

京都駅より市バスにて「堀川今出川」バス停下車すぐ  
（（備備    考考））救急指定。  
（（ＵＵ  ＲＲ  ＬＬ））http://www.horikawa-hp.or.jp 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
113311  独独立立行行政政法法人人地地域域医医療療機機能能推推進進機機構構((JJCCHHOO))  神神戸戸中中央央病病院院    歯歯      220000床床    

JJCCHHOO  KKoobbee  CCeennttrraall  HHoossppiittaall 
 
（（住住所所･･電電話話））〒651-1145 兵庫県神戸市北区惣山町2-1-1       TEL 078-594-2211 
（（診診療療科科目目））      内科・循環器内科・消化器内科・小児科・外科・整形外科・皮膚科 

泌尿器科・眼科・耳鼻いんこう科・精神科・脳神経外科・歯科口腔外科 
放射線科・麻酔科・リハビリテーション科・呼吸器内科・脳神経内科 
婦人科・形成外科・乳腺外科・病理診断科  

（（受受付付時時間間））      8:30～11:30 
（（休休  診診  日日））土・日・祝日・年末年始（12/29～1/3）  
（（交交通通機機関関））      神戸電鉄 北鈴蘭台駅 徒歩15分  
（（備備    考考））200床以上の病院のため、初診時の選定療養費（7,700円）は自己負担。 
（（ＵＵ  ＲＲ  ＬＬ））http://kobe.jcho.go.jp 
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113322  社社会会医医療療法法人人  姫姫路路聖聖ママリリアア病病院院  SStt..  MMaarryy’’ss  HHoossppiittaall    ((EEnngg..))      220000床床   
 
（（住住所所･･電電話話））〒670-0801 兵庫県姫路市仁豊野650         TEL 079-265-5111 
（（診診療療科科目目））      内科・外科・整形外科・放射線科・産婦人科・眼科・耳鼻咽喉科  
      泌尿器科・人工透析科・皮膚科・小児科・麻酔科・緩和ケア内科  
      リハビリテーション科・神経内科・形成外科  
（（受受付付時時間間））      8:30～11:30 
（（休休  診診  日日））土・日・祝日・8/15・12/25・年末年始（12/31～1/3） 
（（交交通通機機関関））      山陽本線 姫路駅 バス「聖マリア病院行」  
（（備備    考考））  予約優先。200床以上の病院のため、初診時の保険外併用療養費（7,700円 税

込）は自己負担。 
（（ＵＵ  ＲＲ  ＬＬ））http://www.himemaria.or.jp/maria/ 
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113333  松松江江市市立立病病院院  MMaattssuuee  CCiittyy  HHoossppiittaall    EEnngg..      歯歯      220000床床   

 
（（住住所所･･電電話話））〒690-8509 島根県松江市乃白町32-1         TEL 0852-60-8000 
（（診診療療科科目目））      総合診療科・腫瘍内科・糖尿病･内分泌内科・消化器内科・循環器内科 

呼吸器内科・脳神経内科・小児科・放射線科・精神神経科・皮膚科 
消化器外科・乳腺･内分泌外科・呼吸器外科・心臓血管外科・脳神経外科 
整形外科・形成外科・産婦人科・泌尿器科・耳鼻いんこう科・眼科・麻酔科 
緩和ケア･ペインクリニック科・救急診療科・リハビリテーション科 
歯科口腔外科・病理診断科 

（（受受付付時時間間））      8:30～11:30 
（（休休  診診  日日））土・日・祝日 ※急患はいつでも診療  
（（交交通通機機関関））      山陰本線 松江駅 バス約25分 

松江バイパス 松江西出口 直進し二つ目の信号右折  
 松江中央出口 左車線直進（高架下、二つ信号通過） 

（（備備    考考））・・当院は200床以上の病院です。  
初診時に紹介状のない方…初診料＋7,700円（税込）  

・・当院は二次救急医療機関です。  
平日夜間17時～翌8時40分と土曜日・日曜日・祝日（終日）に  
救急外来を受診される方…診療費＋5,500円（税込）  
（※ただし入院となった方・緊急手術を必要とした方・紹介状を持

参された方を除く）  
（（ＵＵ  ＲＲ  ＬＬ））http://www.matsue-cityhospital.jp/ 

 
 
 
 
 
 
 
113344  川川崎崎医医科科大大学学総総合合医医療療セセンンタターー    ((EEnngg..))      歯歯      220000床床    

KKaawwaassaakkii  MMeeddiiccaall  SScchhooooll  GGeenneerraall  MMeeddiiccaall  CCeenntteerr 

 
（（住住所所･･電電話話））〒700-8505 岡山県岡山市北区中山下二丁目6番1号   TEL 086-225-2111 
（（診診療療科科目目））      内科・外科・整形外科・小児科・心療科・耳鼻咽喉･頭頸部外科・眼科  

泌尿器科・形成外科・皮膚科・産婦人科・脳神経外科・脳卒中科  
リハビリテーション科・放射線科・麻酔･集中治療科  
総合健診センター・中央検査科・病理科・歯科･口腔外科  

（（受受付付時時間間））      8:30～11:30／13:30～16:00（土 8:30～11:30）  
（（休休  診診  日日））土（午後）・日・祝日・創立記念日（6/1）・年末年始（12/29～1/3） 
（（交交通通機機関関））      天満屋経由のバスで「天満屋」下車 徒歩約5分  
（（備備    考考））  予約優先。200床以上の地域医療支援病院のため、初診時の保険外併用療養費

（7,700円）は自己負担。2022年10月1日時点。 
（（ＵＵ  ＲＲ  ＬＬ））https://g.kawasaki-m.ac.jp/ 
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113355  川川崎崎医医科科大大学学附附属属病病院院      ((EEnngg..))      歯歯      220000床床    
KKaawwaassaakkii  MMeeddiiccaall  SScchhooooll  HHoossppiittaall 

 
（（住住所所･･電電話話））〒701-0192 岡山県倉敷市松島577          TEL 086-462-1111 
（（診診療療科科目目））      総合診療科・救急科・臨床腫瘍科・臨床感染症科・循環器内科・呼吸器内科 

心臓血管外科・呼吸器外科・腎臓内科・泌尿器科・血液内科 
糖尿病･代謝･内分泌内科・脳神経内科・脳卒中科・脳神経外科・心療科 
小児科・小児外科・産婦人科・乳腺甲状腺外科・皮膚科・リウマチ･膠原病科 
整形外科・形成外科･美容外科・リハビリテーション科・消化器内科 
消化器外科・眼科・耳鼻咽喉･頭頸部外科・歯科･口腔外科・麻酔･集中治療科 
放射線科（画像診断）・放射線科（治療）・放射線科（核医学診療） 
健康診断センター・内視鏡･超音波センター 

（（受受付付時時間間））      8:30～15:00 
（（休休  診診  日日））土（午後）・日・祝日・創立記念日（6/1）・年末年始（12/29～1/3） 
（（交交通通機機関関））      山陽本線 中庄駅 徒歩10分、岡山・倉敷からバスの便あり  
（（診診療療予予約約））予約センターへご連絡下さい。〔直通：086-464-1548〕  
（（備備    考考））特定機能病院のため、初診時に紹介状を持参されない場合の保険外併用療養

費（11,000円）は自己負担。緊急以外は、予約優先。 
（（ＵＵ  ＲＲ  ＬＬ））https://h.kawasaki-m.ac.jp 

 
 
 
 
 
 

 
113366  津津山山中中央央ククリリニニッックク〈〈一一般般財財団団法法人人 津津山山慈慈風風会会〉〉TTssuuyyaammaa  CChhuuoo  CClliinniicc 

 
（（住住所所･･電電話話））〒708-0024 岡山県津山市二階町65       TEL 0868-22-6113 
（（診診療療科科目目））      小児科・整形外科・皮膚科  
（（受受付付時時間間））      8:30～16:30（土 11:30まで）  

診療科によって受付時間が異なります。  
（（休休  診診  日日））土（午後）・第2･4土・日・祝日・年末年始（12/31～1/3）  
（（交交通通機機関関））      津山線・姫新線 津山駅 徒歩15分  
（（備備    考考））—— 
（（ＵＵ  ＲＲ  ＬＬ））http://jifu.tch.or.jp/tcc.html 
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113377  医医療療法法人人真真生生会会  新新見見中中央央病病院院  NNiiiimmii  CChhuuoo  HHoossppiittaall 

 
（（住住所所･･電電話話））〒718-0011 岡山県新見市新見827-1       TEL 0867-72-2110 
（（診診療療科科目目））      内科・外科・眼科・耳鼻咽喉科・泌尿器科・小児科・循環器内科  

糖尿病内科  
（（受受付付時時間間））      9:00～16:30（土 12:00まで）  
（（休休  診診  日日））土（午後）・日・祝日  
（（交交通通機機関関））      伯備線 新見駅 徒歩15分  
（（備備    考考）） 診療科目によって診察時間、受付時間が異なりますので、電話でお問

い合わせください。  
（（ＵＵ  ＲＲ  ＬＬ））http://nchp.jp 

 
 
 
 
 
 

 
 
113388  下下関関市市立立市市民民病病院院        歯歯      220000床床    

SShhiimmoonnoosseekkii  CCiittyy  HHoossppiittaall   

  
（（住住所所･･電電話話））〒750-8520 山口県下関市向洋町1-13-1        TEL 083-231-4111 
（（診診療療科科目目））      内科・糖尿病内分泌代謝内科・血液内科・腎臓内科・アレルギー科 

緩和ケア内科・リウマチ膠原病内科・ペインクリニック内科・呼吸器内科 
循環器内科・消化器内科・神経内科・精神科・小児科・外科 
脳神経外科・呼吸器外科・心臓血管外科・消化器外科・小児外科 
整形外科・リハビリテーション科・皮膚科・泌尿器科・産婦人科 
眼科・耳鼻咽喉科・放射線診断科・放射線治療科・麻酔科・乳腺外科 
救急科・病理診断科・歯科・歯科口腔外科 

（（受受付付時時間間））      8:30～11:00 
（（休休  診診  日日））土・日・祝日・年末年始（12/29～1/3）  
（（交交通通機機関関））      JR山陽本線下関駅からバスで約20分  

(3)、(4)、(6)番のりばより乗車  
（（備備    考考））200床以上の病院のため、初診時の選定療養費7,700円（税込）は自己負担。 

（（ＵＵ  ＲＲ  ＬＬ））https://shimonosekicity-hosp.jp/ 

 

 

 

 

 

 



 - 91 -

113399  香香川川県県済済生生会会病病院院  KKaaggaawwaa  SSaaiisseeiikkaaii  HHoossppiittaall    ((EEnngg..))   
 

（（住住所所･･電電話話））〒761-8076 香川県高松市多肥上町1331-1       TEL 087-868-1551 
（（診診療療科科目目））      内科・消化器内科・循環器内科・内視鏡内科・腎臓内科・人工透析内科 

外科・消化器外科・内視鏡外科・整形外科・小児科・皮膚科・泌尿器科 
眼科・リハビリテーション科・放射線科・人間ドック・麻酔科 

（（受受付付時時間間））      8:30～11:30／13:30～16:00 
※診療科によって異なりますので、詳しくはお電話にてお問い合わせくださ

い。 
（（休休  診診  日日））土・日・祝日・年末年始  
（（交交通通機機関関））      ことでんバス（川島線・レインボー通り経由便／伏石駅サンメッセ線） 

｢香川県済生会病院･高松桜井高校前｣バス停下車 徒歩約1分 
琴電（琴平線）太田駅から車で約5分 

（（備備    考考））—— 
（（ＵＵ  ＲＲ  ＬＬ））http://www.saiseikai-kagawa.jp/ 

 

 

 

 

 

 
114400  松松山山赤赤十十字字病病院院  MMaattssuuyyaammaa  RReedd  CCrroossss  HHoossppiittaall    EEnngg..      ((歯歯))      220000床床   

 
（（住住所所･･電電話話））〒790-8524 愛媛県松山市文京町1          TEL 089-924-1111 
（（診診療療科科目目））      内科・肝臓胆のう膵臓内科・呼吸器内科・消化器内科・循環器内科 

リウマチ科・小児科・脳神経内科・外科・乳腺外科・血管外科 
整形外科・脳神経外科・呼吸器外科・心臓血管外科・小児外科 
産婦人科・眼科・耳鼻咽喉科・皮膚科・泌尿器科・リハビリテーション科 
麻酔科・歯科口腔外科（要紹介状）・腎臓内科・形成外科・臨床腫瘍科 
放射線診断科・放射線治療科 

（（受受付付時時間間））      8:30～11:00（ただし紹介状持参の場合は、科によって15:00まで）  
（（休休  診診  日日））土・日・祝日・日赤創立記念日（5/1）・年末年始（12/29～1/3） 
（（交交通通機機関関））      市内電車「赤十字病院前駅」下車  
（（備備    考考））200床以上の地域医療支援病院のため、紹介状がない初診時の選定療

養費（7,700円）自己負担。  
他の医療機関を紹介したにも関わらず、紹介状なしで当院を受診し

た場合、選定療養費（3,300円）自己負担。  
診療科によって紹介状が必要な場合、曜日・時間制限がありますの

でご確認の上、ご来院ください。  
（（ＵＵ  ＲＲ  ＬＬ））http://www.matsuyama.jrc.or.jp/ 
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114411  済済生生会会松松山山病病院院  SSaaiisseeiikkaaii  MMaattssuuyyaammaa  HHoossppiittaall    ((EEnngg..))   

 
（（住住所所･･電電話話））〒791-8026 愛媛県松山市山西町880-2         TEL 089-951-6111 
（（診診療療科科目目））      内科・外科・整形外科・脳神経外科・婦人科 

皮膚科・泌尿器科（火は予約のみ）・眼科・放射線科・循環器内科 
脳神経内科・リハビリテーション科・形成外科 

（（受受付付時時間間））      月～金 8:30～11:30  整形外科は8:30～10:30 
土  8:30～10:30（午後は救急車による急患･紹介患者のみ）  

（（休休  診診  日日））第2･4･5土と第1･3土（午後）・日・祝日・8/16（旧盆）・10/7（地方祭）・ 
12/29～1/3 

（（交交通通機機関関））      伊予鉄高浜線 山西駅 徒歩7分  
（（ＵＵ  ＲＲ  ＬＬ））http://db.matsuyama.saiseikai.or.jp/ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

114422  高高知知医医療療セセンンタターー      EEnngg..      歯歯      220000床床    
KKoocchhii  HHeeaalltthh  SScciieenncceess  CCeenntteerr  

    
（（住住所所･･電電話話））〒781-8555 高知県高知市池2125-1          TEL 088-837-3000 
（（診診療療科科目目））      アレルギー科・移植外科・眼科・感染症内科・緩和ケア内科・救急科 

形成外科・外科・血液内科・呼吸器外科・呼吸器内科・産科 
婦人科（生殖医療）・歯科口腔外科・腫瘍内科・耳鼻咽喉科 
消化器外科・消化器内科・小児科・小児外科・神経内科・心臓血管外科 
循環器内科・腎臓内科・心療内科・整形外科・児童精神科・精神科 
内科・糖尿病･内分泌内科・乳腺外科・脳神経外科・皮膚科・泌尿器科 
ペインクリニック内科・放射線科・麻酔科・放射線治療科 
リハビリテーション科・病理診断科 

（（受受付付時時間間））      8:00～16:00  
（（休休  診診  日日））土・日・祝日・年末年始（12/29～1/3）  
（（交交通通機機関関））      はりまや橋よりバスにて「高知医療センター」下車 
（（備備    考考））  200床以上の病院のため、選定療養費（初診時：医科 7,700円、歯科 5,500円、

再診時：医科 3,300円、歯科 2,090円）は自己負担。 
             原則予約制、予約外の方は当日来院時に診療予約が必要。 
       電話での予約は「かかりつけ医」からの申し込みのみ受付しています。 
（（ＵＵ  ＲＲ  ＬＬ））http://www.khsc.or.jp 
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114433  北北九九州州総総合合病病院院救救命命救救急急セセンンタターー    EEnngg..      220000床床    
KKiittaakkyyuusshhuu  GGeenneerraall  HHoossppiittaall 

 
（（住住所所･･電電話話））〒802-8517 福岡県北九州市小倉北区東城野町1-1    TEL 093-921-0560 
（（診診療療科科目目））      内科・小児科・外科・整形外科・形成外科・脳神経外科・泌尿器科  

産婦人科・耳鼻咽喉･頭頸部外科・リハビリテーション科・放射線科  
（（受受付付時時間間））      月～金 8:30～11:00 
（（休休  診診  日日））  土・日・祝日 
（（交交通通機機関関））      日豊線 城野駅より徒歩1分 「城野駅前」バス停徒歩1分  
（（備備    考考））200床以上の病院のため、初診時の選定療養費（7,700円）は自己負担。 
（（ＵＵ  ＲＲ  ＬＬ））http://www.kitakyu-hp.or.jp/contents/kitahos_sogo.htm 

 
 
 
 
 
 
 
 
114444  北北九九州州八八幡幡東東病病院院  KKiittaakkyyuusshhuu  YYaahhaattaa  HHiiggaasshhii  HHoossppiittaall  CCoo..,,  LLttdd    220000床床   

 
（（住住所所･･電電話話））〒805-0071 福岡県北九州市八幡東区東田1-4-3       TEL 093-661-5915 
（（診診療療科科目目））      内科・神経内科・リハビリテーション科  
（（受受付付時時間間））      9:00～11:00／13:00～15:00 
（（休休  診診  日日））土・日・祝日  
（（交交通通機機関関））      鹿児島本線 八幡駅 徒歩5分  
（（備備    考考））200床以上の病院に認められる初診時の保険外併用療養費は0円。  
（（ＵＵ  ＲＲ  ＬＬ））https://www.kitakyu-hp.or.jp/contents/kitahos_yahatahigasi.htm 
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114455  福福岡岡赤赤十十字字病病院院  FFuukkuuookkaa  RReedd  CCrroossss  HHoossppiittaall    EEnngg..      歯歯      220000床床   

 
（（住住所所･･電電話話））〒815-8555 福岡県福岡市南区大楠3-1-1        TEL 0570-03-1211 
（（診診療療科科目目））      総合診療科・呼吸器内科・循環器内科・消化器内科・腎臓内科・肝臓内科 

感染症内科・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･内分泌外科・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・耳鼻咽喉科・リハビリテーション科 
放射線科・麻酔科・救急科・歯科･歯科口腔外科・病理診断科 
血液･腫瘍内科・膠原病内科・肝胆膵外科・高血圧内科 
移植外科･腎不全外科・糖尿病代謝内分泌内科 

（（受受付付時時間間））      月～金（初診・再診）  8:10～11:00 
※下欄に記載のない診療科・曜日については上記通りの受付となります。 

●総合診療科 （初診・再診）総診当番医は内科系医師による交替制です。 
●糖尿病代謝内分泌内科   内分泌の初診は火･水･金のみ 
●感染症内科 （初診・再診）火･金のみ（金は13:00～15:00） 
●心臓血管外科 火･木のみ 
●整形外科 木 8:10～10:00（月・水・金は通常通り） 
 火曜日は手術日とさせていただきます 
●脳神経外科 （初診・再診）水曜日は手術日とさせていただきます 
●形成外科 （初診・再診）月･水･金のみ 
●精神科 （初診）月･水･金のみ（完全予約制） 
 （再診）完全予約制 
●皮膚科 （初診）月 8:10～10:00（火～金は通常通り）  
 （再診）完全予約制 
●産婦人科 （初診・再診）火･木 8:10～10:00（月・水・金は通常通り） 
●眼科 （初診）火･木 8:10～10:00（月・水・金は通常通り） 
 （再診）完全予約制※第1･3･5火曜日は新患のみ 
●耳鼻咽喉科 （初診・再診）火･水･金 8:10～10:00※火･金は紹介患者

のみ（月・木は通常通り） 
●歯科 （再診）完全予約制 
●高血圧内科 （初診・再診）月のみ 

（（ 休休 診診 日日 ））      土・日・祝日・年末年始（12/29～1/3）  
（（交交通通機機関関））      天神よりバス15分（西鉄バス系統番号61、W、151、152、161大丸前で乗車） 

ＪＲ博多駅よりバス20分（西鉄バス64、65、66、67系統郵便局前より乗車） 
      ｢日赤前｣下車、西鉄高宮駅（大牟田線） 徒歩10分 
（（備備    考考））200床以上の病院のため、初診時の選定療養費（11,000円）は自己負担。 
（（ＵＵ  ＲＲ  ＬＬ））https://www.fukuoka-med.jrc.or.jp/ 
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114466  北北九九州州若若杉杉病病院院〈〈社社会会医医療療法法人人北北九九州州病病院院〉〉      220000床床    

KKiittaakkyyuusshhuu  WWaakkaassuuggii  HHoossppiittaall 

   
（（住住所所･･電電話話））〒811-2416 福岡県粕屋郡篠栗町大字田中275     TEL 092-947-0511 
（（診診療療科科目目））      内科・循環器内科・呼吸器内科・リハビリテーション科・消化器内科  

リウマチ科  
（（受受付付時時間間））      8:30～11:30／13:00～16:30 
（（診診療療時時間間））      9:00～12:00／13:00～17:00 
（（休休  診診  日日））土（午後）・日・祝日  
（（交交通通機機関関））      JR篠栗線 篠栗駅 徒歩10分  
（（備備    考考））200床以上の病院に認められる初診時の保険外併用療養費は0円。  
（（ＵＵ  ＲＲ  ＬＬ））http://www.nishieikai.or.jp/wakasugi 

 
 

 

 
 
 
114477  独独立立行行政政法法人人地地域域医医療療機機能能推推進進機機構構((JJCCHHOO))  佐佐賀賀中中部部病病院院      ((EEnngg..))    

JJCCHHOO  SSaaggaa  CCeennttrraall  HHoossppiittaall 

   
（（住住所所･･電電話話））〒849-8522 佐賀県佐賀市兵庫南3-8-1         TEL 0952-28-5311 
（（診診療療科科目目））      内科・呼吸器科・消化器科・循環器科・外科・婦人科・整形外科  
      放射線科・血液内科・眼科・リハビリテーション科・脳神経内科  
      麻酔科・健康管理センター  
（（受受付付時時間間））      内科：8:30～11:30／14:00～16:30 

外科：8:30～11:30 
整形外科：8:30～11:30 
婦人科：8:30～11:30 
リハビリテーション科：9:00～11:30 
脳神経内科：8:30～11:30 水休診（火午後は物忘れ外来）  
形成外科：8:30～11:30 水のみ  
眼科：8:30～11:30／14:00～16:00（午後は月のみ外来あり）  
内視鏡センター：予約制  

（（休休  診診  日日））土・日・祝日  
（（交交通通機機関関））      長崎本線 佐賀駅 タクシーで10分  
（（備備    考考））—— 
（（ＵＵ  ＲＲ  ＬＬ））http://saga.jcho.go.jp/ 
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114488  済済生生会会長長崎崎病病院院  SSaaiisseeiikkaaii  NNaaggaassaakkii  HHoossppiittaall    EEnngg..      220000床床   

 
（（住住所所･･電電話話））〒850-0003 長崎県長崎市片淵2-5-1          TEL 095-826-9236 
（（診診療療科科目目））      内科・呼吸器内科・循環器内科・消化器内科・腎臓内科・総合診療科 
      小児科・脳神経外科・外科・整形外科・泌尿器科・産婦人科 
      放射線科・麻酔科・リハビリテーション科・皮膚科・内分泌糖尿病内科 

消化器外科・救急科 
（（受受付付時時間間））      8:30～11:30 
（（休休  診診  日日））土・日・祝日・年末年始（12/30～1/3）  

ただし急患の場合は24時間受入れ可  
（（交交通通機機関関））      市電 諏訪神社前 徒歩6分  
（（備備    考考））予約優先。初診時の保険外併用療養費7,700円。 

全室個室、トイレ・シャワー付き。 
（（ＵＵ  ＲＲ  ＬＬ））http://www.nsaisei.or.jp/ 

 
 

 
114499  九九州州大大学学病病院院  別別府府病病院院  KKyyuusshhuu  UUnniivveerrssiittyy  BBeeppppuu  HHoossppiittaall   ((EEnngg..))   

 
（（住住所所･･電電話話））〒874-0838 大分県別府市大字鶴見字鶴見原4546   TEL 0977-27-1600 

FAX 0977-27-1627 
（（診診療療科科目目））      内科（免疫･血液･代謝内科・循環･呼吸･老年病内科）・外科  
           放射線科・整形外科(脊椎･脊髄)・リハビリテーション科  
（（受受付付時時間間））      8:30～11:00（科により異なるのでお問い合わせください）  
（（休休  診診  日日））土・日・祝日  
（（交交通通機機関関））      JR日豊本線 別府駅 亀の井バス10分（九大別府病院行き）  
（（備備    考考））—— 
（（ＵＵ  ＲＲ  ＬＬ））https://www.beppu.kyushu-u.ac.jp/ 

 
 
 
 
 
 
115500  済済生生会会鹿鹿児児島島病病院院  SSaaiisseeiikkaaii  KKaaggoosshhiimmaa  HHoossppiittaall 

 

（（住住所所･･電電話話））〒892-0834 鹿児島県鹿児島市南林寺町1-11      TEL 099-223-0101 
（（診診療療科科目目））      内科・腎臓内科・透析内科・循環器内科・消化器内科・呼吸器内科  

放射線科  
（（受受付付時時間間））      8:30～16:50 
（（休休  診診  日日））日・祝日  
（（交交通通機機関関））      市電 天文館下車 徒歩10分  
（（備備    考考））—— 
（（ＵＵ  ＲＲ  ＬＬ））http://www.saiseikai-kagoshima.jp 
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115511  鹿鹿児児島島県県立立大大島島病病院院      歯歯      220000床床    
KKaaggoosshhiimmaa  PPrreeffeeccttuurraall  OOsshhiimmaa  HHoossppiittaall   

 
（（住住所所･･電電話話））〒894-0015 鹿児島県奄美市名瀬真名津町18-1     TEL 0997-52-3611 
（（診診療療科科目目））      内科・消化器内科・循環器内科・脳神経内科・小児科・外科・整形外科 

リハビリテーション科・産婦人科・耳鼻咽喉科・精神科・泌尿器科・眼科 
皮膚科・脳神経外科・救急科・放射線科・歯科口腔外科・麻酔科 
人工透析科・理学療法 
結核も可 

（（受受付付時時間間））      8:30～10:30 ※一部予約制  
      耳鼻咽喉科（木・金）、眼科（月）、精神科（月）  
（（休休  診診  日日））土・日・祝日・年末年始（12/29～1/3）  
（（交交通通機機関関））      名瀬新港よりバス10分 「県立大島病院前(県病院前)」バス停下車 
      名瀬新港から約3km、空港から約33km 
（（備備    考考））紹介状がない場合は、選定療養費（7,000円）自己負担（緊急時を除く）。 
（（ＵＵ  ＲＲ  ＬＬ））http://hospital.pref.kagoshima.jp/oshima/index.htm 

 
 
 
 
 
 

115522  医医療療法法人人南南溟溟会会  宮宮上上
みやがみ

病病院院  MMiiyyaaggaammii  HHoossppiittaall 

 
（（住住所所･･電電話話））〒891-7101 鹿児島県大島郡徳之島町亀津7268     TEL 0997-82-0002 
（（診診療療科科目目））      内科・外科・消化器科・呼吸器科・放射線科・小児科・泌尿器科・小児外科 
（（受受付付時時間間））      8:00～17:00 
（（休休  診診  日日））日・祝日  
（（交交通通機機関関））      亀徳新港より町内バス5分 「役場前」下車  
（（備備    考考））—— 
（（ＵＵ  ＲＲ  ＬＬ））http://www.miyagami-hospital.com 
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州



 - 98 - 

115533  医医療療法法人人心心和和会会  潮潮平平病病院院  SShhiioohhiirraa  HHoossppiittaall  
 
（（住住所所･･電電話話））〒904-0021 沖縄県沖縄市胡屋1-17-1        TEL 098-937-2054 
（（診診療療科科目目））      内科・外科・整形外科・小児科・リハビリテーション科  

健診人間ドック・泌尿器科  
（（受受付付時時間間））      8:30～17:30 
（（休休  診診  日日））日・12/31, 1/1～2，5/5（こどもの日）  
（（交交通通機機関関））      —— 
（（備備    考考））—— 
（（ＵＵ  ＲＲ  ＬＬ））http://www.shiohira.jp 
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ⅣⅣ  明明治治大大学学学学生生健健康康保保険険互互助助組組合合規規約約 

 

    第第  11  章章    総総      則則 

 

第 1 条 本組合は明治大学学生健康保険互助組合（以下「組合」という。）と称する。 

第 2 条 組合は組合員の健康保持および増進をはかり、さらに疾病負傷につき相互に救済するこ

とを目的とする。 

第 3 条 本組合は明治大学の学部および大学院学生の全員を組合員として組織する。ただし短期

滞在等の理由により公的社会保険に加入できない留学生は除外する。 

第 4 条 本組合に関するいっさいの事務は、学生支援部学生支援事務室が行い、同部和泉学生支援

事務室、生田学生支援事務室および中野キャンパス事務部中野教育研究支援事務室がこ

れを補佐するものとする。 

 

    第第  22  章章    組組  合合  員員 

 

第 5 条 組合員は組合費を納入しなければならない。ただし、法律によって定められた他の医療保

険および団体より医療費の全額に相当する給付をうけるものは、組合費の一部を返還す

る。 

第 6 条 組合員に組合員証（学生証）を発行する。 

第 7 条 組合員は、次に掲げる事由に該当するに至ったときはその翌日から組合員の資格を失う。 

1.卒業したとき 

2.退学したとき 

3.死亡したとき 

4.その他本学学生としての資格を失ったとき 

 

    第第  33  章章    機機関関おおよよびび役役員員 

 

第 8 条 本組合には、次の機関および役員をおく。 

        1.理  事  会（理事長、副理事長、理事） 

        2.学生保険委員会（委員長、副委員長、委員） 

        3.組 合 員 大 会 

        4.監     事 

    2 本組合には、理事会が必要と認めた場合顧問をおくことができる。 

   第 1 節  理  事  会 

第 9 条 理事会は、本組合を統括し、組合の企画・運営および管理にあたる。 

第10条 理事会は、次に掲げる理事をもって構成する。 

⑴ 学生部長 

⑵ 常勤理事（学務担当） 

⑶ 教務部長 
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⑷ 副学生部長のうちから学生部長が指名する者1名 

⑸ 学生支援部長 

⑹ 学生支援事務長 

⑺ 財務課長 

⑻ 駿河台キャンパス、和泉キャンパス、生田キャンパス、中野キャンパスの各診療所専任職員

各1名 

⑼ 学生理事11名 

第11条 理事長は学生部長がこれにあたり、組合事務を統括し、組合を代表する。副理事長は学生

支援事務長および学生保険委員会委員長（以下「委員長」という。）がこれにあたり、理

事長を補佐する。 

第12条 理事長は原則として年2回の定例会議を開かなければならない。 

 ただし、理事長および学生保険委員会が必要と認めた場合には、臨時にこれを招集するこ

とができる。 

第13条 次の各号に掲げる事項は理事会の議を経なければならない。 

1.組合運営に関する基本事項 

2.予算および決算に関する事項 

3.業務報告書の作成 

4.規約の改廃 

第14条 理事会は理事の半分以上の出席をもって成立し、その議決は出席者の過半数の賛成を必

要とする。 

第15条 学生理事の任期は1年とし、再任を妨げない。欠員補充で就任した者の任期は、前任者の

残任期間とする。 

第16条 理事会は組合員に業務報告ならびに会計報告をするものとする。ただし、この報告は告示

をもってこれにかえることができる。 

 

   第 2 節  学生保険委員会 

 

第17条 学生保険委員会（以下「委員会」という。）は組合員の総意を代表する機関とし、組合の

企画・運営・管理その他重要事項に関してこれを協議し、理事会の諮問に応ずるとともに、

またこれに勧告することができる。 

第18条 委員会は組合員たる法学部、商学部、政治経済学部、文学部、理工学部、農学部、経営学

部、情報コミュニケーション学部、国際日本学部、総合数理学部の各学部より1名以上、

大学院より1名以上、計11名以上をもって構成し、委員長、副委員長を含む理事11名を互

選しなければならない。 

委員長は委員会の承認を経て、委員会のうちから常任委員若干名を指名する。 

常任委員は委員長、副委員長を補佐し、事務を分掌する。 

委員会は必要に応じて、特別委員若干名をおくことができる。 

第19条 委員会は原則として定例理事会に先だって開くものとする。ただし、委員長が必要と認め

た場合もしくは委員の3分の1の要請があった場合、開かなければならない。 
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第20条 委員会は委員の半数以上の出席をもって成立し、その議決は出席者の過半数の賛成を必

要とする。 

第21条 委員会委員の任期は1年とし、再任および欠員補充の場合は第15条に準ずる。 

第22条 委員会委員の改選は毎年定期にこれを行い、改選後最初の委員会において引継ぐものと

する。 

 

   第 3 節  組 合 員 大 会 

 

第23条 組合員大会の決議事項は次の通りとする。 

1. 本組合の存廃に関する事項 

2. その他理事会が必要と認めた事項 

第24条 組合員大会は理事会が必要と認めたとき、または組合員の20分の1の要求があったときに

開催する。 

第25条 組合員大会は組合員10分の1以上の出席をもって成立する。その決議は出席者の過半数の

賛成を必要とする。 

第26条 組合員大会の開催が困難であると理事会が判断した場合、組合員の郵便投票をもってこ

れにかえることができる。 

2 前項の決議については、第25条を準用する。この場合、出席または出席者を投票ま

たは投票者と読み替える。 

3 郵便投票に関する細目は理事会において定める。 

 

   第 4 節  監   事 

 

第27条 本組合の監事は、次に掲げる者をもって構成する。 

⑴ 学生部委員のうちから学生部長が指名する者1名 

⑵ 財務課専任職員1名 

⑶ 委員会より1名 

第28条 監事は本組合の会計監査を行い、その結果を組合員に報告するものとする。 

   2 前項の報告については第16条ただし書きを準用する。 

  

    第第  44  章章    会会      計計 

 

第29条 組合の経費は、組合費、寄付金、補助金その他をもってこれにあてる。 

第30条 組合費は年額 3,000円とし、そのうち管理費を400円とする。その納入方法は次の規定に

よる。 

    1. 組合費は、毎学年の始めに学費の第1期分とともに財務課（学費係）に納入しなければ

ならない。また、所定の修業年限を超えて在学する者も同様とする。 

    2. 第5条に該当する者は年度毎に管理費を除く組合費2,600円を所定の手続きを経て返還

する。 
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    3. 第7条第2号、第3号および第4号において、本学学生の資格を失った者が組合費の返還

を請求したときは、納付した組合費のうち、当該年度分を差引いた残額を所定の手続

きを経て返還する。ただし、この条項は2003年度（平成15年度）以降の入学者には適用

しない。 

第31条 組合の会計年度は4月1日に始まり、翌年3月31日に終る。 

第32条 決算報告書ならびに監査報告書は毎年5月中に作成しなければならない。 

  

        第第  55  章章    給給      付付 

 

第33条 組合員の疾病予防に関する措置および診療は本学診療所、本組合と協定を結んだ医療機

関を利用しなければならない。ただし、入院した場合は、組合規約細則第21条を適用する。 

第34条 組合員の疾病予防措置ならびに医療に対する給付は次の各号による。 

1. 疾病予防に必要な措置ならびにその経費の給付は理事会において決定する。 

2. 協定医療機関を外来で利用した場合の給付 

ア 本給付は他の医療保険等と併用して受けなければならない。 

イ 給付率は医療費総額の30％とする。 

ウ 本給付は併用した医療保険等により70％以上の給付を受けるときは、その差額に

ついて給付する。 

3. 本学診療所を利用した場合の給付は、医療費総額の一律70％とし、給付額の制限は行

わない。 

第35条 組合員の出産、治療用装具作成、死亡に対し、次の各号の給付を行う。 

1. 組合員またはその配偶者に子の出産があったときは、祝金を給付する。ただし、出産

または退院後6ヶ月以内に組合員が申請するものとし、夫婦双方が組合員の場合は、

申請のあったいずれか一方に支給する。その額は産児の数にかかわらず1万円とする。 

2. 組合員が医師の指示により、治療用装具を作成した場合、その費用を給付する。ただ

し、装着または退院後6ヶ月以内に組合員が申請するものとする。給付額の査定は組

合員の総支払額（領収書の額）の30％とする。ただし、100円未満は切り捨てる。 

3. 組合員の死亡に対し弔慰金を給付する。その額は2万円とする。 

第36条 第34条に関する医療費の査定は、社会保険診療報酬点数表に準拠してこれを行う。 

 

     附   則 

 

1. 本規約は昭和39年4月1日より施行する。 

2. 本組合の細則は別にこれを定める。 

3. 本規約は昭和41年4月1日改正。 

4. 本規約は昭和42年4月1日改正。 

5. 本規約は昭和46年4月1日改正。 

6. 本規約は昭和51年4月1日改正。 

7. 本規約は昭和56年4月1日改正。 
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8. 本規約は昭和62年4月1日改正。 

9. 本規約は昭和63年4月1日改正。 

10. 本規約は1992年（平成4年）4月1日改正。 

11. 本規約は2000年（平成12年）4月1日改正。 

12. 本規約は2001年（平成13年）6月26日改正。 

13. この改正は2002年（平成14年）6月27日から施行する。 

14. この改正は2005年（平成17年）4月1日から施行する。 

15. この改正は2006年（平成18年）4月1日から施行する。 

16. この改正は2008年（平成20年）4月1日から施行する。 

17. この改正は2009年（平成21年）3月13日から施行し、2008年（平成20年） 

9月16日から適用する。 

18. この改正は2010年（平成22年）7月1日から施行する。 

19. この改正は2011年（平成23年）4月1日から施行する。 

20. この改正は2013年（平成25年）4月1日から施行する。 

21. この改正は2013年（平成25年）6月25日から施行し、2013年（平成25年） 

4月1日から適用する。 

22. この改正は2014年（平成26年）7月15日から施行する。 

23. この改正は2016年（平成28年）4月1日から施行する。 

24. この改正は2018年（平成30年）4月1日から施行する。 

25. この改正は2018年（平成30年）7月1日から施行する。 
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ⅤⅤ  明明治治大大学学学学生生健健康康保保険険互互助助組組合合規規約約細細則則 

 

第 1 条 明治大学学生健康保険互助組合規約附則第 2 項により、この施行細則を定める。 

第 2 条 （ 事  業 ）        

    本組合規約第2条に定める目的を遂行するため次の事業を行う。 

    1.組合員の医療に関する事業 

    2.組合員の疾病予防に関する事業 

    3.健康の保持と増進をはかる事業 

    4.組合員の相互救済意識の昂揚をはかるための事業 

    5.その他本組合が必要とする事業 

第 3 条 （ 組 合 員 証 ）        

 組合員証は入学時に大学が発行する学生証をもってこれにかえる。組合員証番号は学生

番号による。 

第 4 条 （資格の得失）         

 本組合規約第7条第4号に規定するその他学生としての資格を失ったときは、学費未納に

より除籍になった場合をいう。 

第 5 条 （理事の変更）         

 本組合の理事に変更があった場合、理事会に報告しなければならない。 

第 6 条 （学生保険委員会の業務） 

    学生保険委員会（以下「委員会」という。）は次の業務を行う。 

1.組合および保険思想の宣伝普及活動 

2.組合員に対する各種報告 

3.その他組合活動全般にわたる企画および運営 

4.学生健保全国化、法制化に関する調査および推進 

第 7 条 委員会の委員長、副委員長の選出は各委員の互選による。その任期は半年とし、再任およ

び欠員補充の場合は、組合規約第 15 条に準ずる。 

第 8 条 （ 常 任 委 員 ）         

 常任委員は、委員会委員長が選出されてから、1 ヶ月以内に委員会委員のうちより委員長

が委員会の承認のうえ指名する。その任期は半年とし、再任および欠員補充の場合は、組

合規約第 15 条に準ずる。 

 常任委員の数は 10 名以内とする。 

第 9 条 （ 特 別 委 員 ）         

 特別委員は、委員長が必要と認めた場合、もしくは委員会の 3 分の 1 の要請があった場

合、委員会の承認を経て、委員長が組合員の内より任命する。 

    その任期は1年以内とし、委員会の決定に従うものとする。 

第10条 （保険委員の補充） 

 保険委員に欠員が生じた場合、委員長は学生支援部学生支援事務室に委員の補充を要請

しなければならない。 
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第11条 （保険委員の改選） 

1.保険委員の改選は6月中に行うものとする。 

2.委員長は保険委員改選を終了したときより1週間以内に組合に報告するものとする。 

3.保険委員の選出、並びに改選についての手続きは別に定める。 

第12条 （組合員大会の公示） 

組合員大会の開催を理事会が必要と認めたとき、または組合員20分の1以上による開催の

要求があった場合、理事長はその旨を公示する。 

第13条 （監事の任期）         

本組合の監事の任期は1年とし、その改選は6月とする。ただし、1年を限度として、再任

することができる。 

第14条 （監事の理事会出席） 

 本組合の監事は理事会に出席して、意見を述べることができる。 

第15条 削除 

第16条 （組合費の一部返還） 

1.組合規約第30条第2項に定められる組合費はその会計年度に請求しなければならない。 

2.組合費返還の手続きについては別に定める。 

第17条 （報告書の作成） 

 理事長は決算報告書を5月中に作成して、理事会に報告し、その承認を経なければならな

い。監事は監事報告書を作成し、理事会に報告しなければならない。 

第18条 （協定医療機関） 

 理事会は組合員の疾病予防に関する措置および診療に必要な医療機関を開拓し、診療契約

を締結する。 

第19条 （協定医療機関の利用） 

 組合員が協定医療機関を利用する場合は組合員証とともに他の併用する医療保険証を提

示しなければならない。 

第20条 （本学診療所の利用） 

 組合員が本学診療所を利用する場合は組合員証を提示しなければならない。その給付率

は、医療費総額の70％を組合、30％を大学とする。ただし、診療所医師の指示により、本

組合協定の医療機関を外来で利用した場合には、規約第34条第2項を適用する。 

第21条 （医療機関に入院した場合の給付） 

 医療機関に入院した場合、規約第33条ただし書の定めるところにより、特別入院給付を行

う。ただし、退院後6ヶ月以内に本人が申請するものとし、その給付額は保険診療にかか

る自己負担額とする。ただし、組合員一人に給付する月額上限は50,000円とし、100円未

満は切り捨てる。 

第22条 本施行細則の改正は理事会の議を経なければならない。 

 

     附   則 

 

1. 本施行細則は昭和40年4月1日より施行する。 
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2. 本施行細則は昭和41年4月1日改正。 

3. 本施行細則は昭和42年4月1日改正。 

4. 本施行細則は昭和46年4月1日改正。 

5. 本施行細則は昭和51年4月1日改正。 

6. 本施行細則は昭和56年4月1日改正。 

7. 本施行細則は昭和59年4月1日改正。 

8. 本施行細則は昭和62年4月1日改正。 

9. 本施行細則は1994年（平成６年）4月1日改正。 

10. 本施行細則は2000年（平成12年）4月1日改正。 

11. 本施行細則は2002年（平成14年）4月1日改正。 

12. この改正は2006年（平成18年）4月1日から施行する。 

13. この改正は2011年（平成23年）4月1日から施行する。 

14. この改正は2014年（平成26年）7月15日から施行する。 

15. この改正は2017年（平成29年）4月1日から施行する。 
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ⅥⅥ  Meiji University Student Health Insurance 
 
◇◇AAbboouutt  ““MMeeiijjii  UUnniivveerrssiittyy  SSttuuddeenntt  HHeeaalltthh  IInnssuurraannccee””  
 Meiji University has its own student mutual aid health insurance union. The health 
insurance union pays a lump-sum benefit in order to reduce students’ financial burden in 
case of becoming sick or being injured while they are enrolled at the university. 
 All undergraduate and graduate students of Meiji University are automatically enrolled 
in the health insurance union when they enter the university. 
 
◇◇AAbboouutt  ““HHeeaalltthhccaarree  ffaacciilliittiieess  wwhhiicchh  hhaavvee  aaggrreeeemmeennttss  wwiitthh  tthhee  uunniioonn””  
 The student mutual aid health insurance union has agreements with about 160 
healthcare facilities around the Surugadai, Izumi, Ikuta, and Nakano campuses as well 
as in major cities throughout Japan. 
 As Meiji University Student Health Insurance covers the cost of medical treatment that 
students receive at one of these facilities as an outpatient, students do not need to pay out 
of pocket expenses. They MUST present their student ID and the Japanese National 
Health Insurance Card for the expenses to be covered. (If they do not present both student 
ID and health insurance card, the student health insurance will not be in effect.) 
 
Notes: 
1.  This system can be used for only outpatient medical treatment. 
2.  The student health insurance does not have agreements with pharmacies. Students 

must pay own expenses when a doctor writes a prescription for a pharmacy out of the 
healthcare facilities. 

3.  Whether or not a healthcare facility has an agreement with the union, students who 
become hospitalized are able to claim and receive benefits from the student health 
insurance (special hospital benefit).  

4.  Students can contact the Student Support Office on each campus (for the Nakano 
Campus, contact the Nakano Research and Educational Support Office) or the campus 
clinics if they have any questions. 

 
< Covered by student health insurance > 
 All the medical treatments listed under the coverage of student’s health insurance policy. 
(including treatments during a leave of absence from school)  
 
< Not covered by student health insurance > 
1. Having received medical treatment which has been paid for, without presenting a valid 

student ID card and a valid health insurance card.  
2. Fee for Initial Treatment where the patient chooses to go to a large hospital (over 200 

beds) without being referred by another medical institution.  
3. Fee for Treatment that students received outside of hospital operating hours (such as 

at night or on holidays). A fee fixed by each institution, in addition to the regular fee.  
This is if the patient’s case is not recognized by the doctor to be an emergency case.        

4.  Health check-up, complete physical examination, and/or vaccinations   
5. Various fees for medical documents  
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6. Inpatient meal expenses, premium bed costs, or costs paid on your own for care not 
covered by health insurance. 

7. PCR, antigen and antibody tests which are not covered by public funds or health 
insurance. 

8. Cosmetic surgery, dental implants, orthodontics, whitening, etc. 
9. Injuries sustained in traffic accidents or other accidents  
10. Avoidable injuries and/or diseases arising from physical violence or from being under 

the influence of alcohol,etc..  
11. Pregnancy and childbirth expenses  
12. When medical treatment is covered by public expenditure 
13. Injuries, diseases, and treatments which occurred outside of Japan  
14. Injuries covered by industrial accident compensation insurance 
15. Other treatments that are not listed under the students’ health insurance policy 

conditions. 
  
◇◇AAbboouutt  ““CCllaaiimmiinngg  BBeenneeffiittss”” 

TTyyppeess  ooff  
BBeenneeffiittss  SSuubbjjeecctt  AApppplliiccaattiioonn  

DDeeaaddlliinnee  BBeenneeffiitt  AAmmoouunntt  AApppplliiccaattiioonn  
DDooccuummeennttss  

SSppeecciiaall  hhoossppiittaall  
bbeenneeffiitt  

For being 
hospitalized 

Within 6 
months from 
discharge 

Health 
insurance 
treatments 
 
※Rounded 
down to the 
nearest 100 yen 
 
※Up to 50,000 
yen each month 

・Special hospital 
benefit application 
form 
・Copy of medical 
bill’s receipt 
・Copy of bank 
book 
・Bank wire form 

MMaatteerrnniittyy  
bbeenneeffiitt  

When a union 
member or 
his/her partner 
gives a birth 

Within 6 
months from 
birth or 
discharge 

10,000 yen 

・Maternity 
benefit application 
form 
・Copy of birth 
registration 
・Copy of medical 
bill’s receipt 
・Copy of bank 
book 
・Bank wire form 

MMeeddiiccaall  bbrraacceess  
bbeenneeffiitt  

When a doctor 
prescribes  
medical braces 

Within 6 
months from 
discharge or 
fitting 
medical 
braces 

30% of payment 
 
※Rounded 
down to the 
nearest 100 yen 

・Medical braces 
benefit application 
form 
・Copy of 
directions by the 
doctor 
・Copy of medical 
bill’s receipt 
・Copy of bank 
book 
・Bank wire form 



 - 109 -

Note: 
1. About special hospital benefit 

- Submit one application form per hospitalization. 
2.  All required photocopies of application documents must be clear enough to read.  
3.  About application deadline  

- Students must claim benefits before their graduation (including graduation day, 
March 26th for Spring Semester / September 19th for Fall Semester)  
※Graduation day may be different. 

4.  Application forms 
   - Download the forms from the website below (available only in Japanese) 
  http://www.meiji.ac.jp/campus/gaku_ken/shinsei.html 
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ⅦⅦ  Campus Clinics 
 
 Campus Clinics are available on all campuses to provide treatment for students who are 
injured on campus or feel unwell, and to provide consultation about health issues. 
 These clinics are for students enrolled in the university’s Student Health Mutual 
Insurance Union. Please bring your student ID when using a university clinic. Since the 
clinics are only equipped to provide a certain level of care, and depending on their condition, 
patients may be referred to outside medical institutions. 
 
1  Surugadai Campus Clinic 
   University Hall, 2nd floor 
   Tel. 03-3296-4452 
   Clinic Hours 

Hours 
Day 9:30am-12:00pm 1:30pm-4:30pm 
Monday Internal Medicine Internal Medicine 
Tuesday Surgery Surgery 
Wednesday Internal Medicine Internal Medicine 
Thursday Internal Medicine Internal Medicine 
Friday Surgery Surgery 

(Health) Consultation with nurses only : Saturday 9:00～12:30 
 
2  Izumi Campus Clinic 
   Building No.1, 2nd floor 
   Tel. 03-5300-1179 
   Clinic Hours 

Monday-Friday 9:30am-12:00pm, 1:30pm-4:30pm Internal Medicine 
(Health) Consultation with nurses only : Monday & Saturday 9:00～12:30 

 
3  Ikuta Campus Clinic 
   Main Building, 2nd floor 
   Tel. 044-934-7611 
   Clinic Hours   

Monday-Friday 9:30am-12:00pm, 1:30pm-4:30pm Internal Medicine 
(Health) Consultation with nurses only : Saturday 8:30～12:00 

 
4  Nakano Campus Clinic 
  Low-Rise Wing, 3rd floor 
   Tel. 03-5343-8078 
   Clinic Hours 

Monday-Friday 9:30am-12:00pm, 1:30pm-4:30pm Internal Medicine 
(Health) Consultation with nurses only : Wednesday 9:00～12:30 / 13:30～17:00 

Saturday 9:00～12:30 



MEMO



MEMO




