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東京食品販売国民健康保険組合

令和４年度　特定健診実施機関一覧（中央区医師会）
受診期限：令和５年３月３１日までとなります

新型コロナウイルス感染症の影響により、特定健診が実施できない場合が 
ありますので、事前に受診を希望する医療機関にお問い合わせください。

ＮＯ 実施機関名 所在地 電話番号
1 いしせ脳神経外科クリニック 東京都中央区湊１－８－１５ 03-3553-3031
2 医療法人社団宮﨑会　木挽町医院 東京都中央区銀座４－１１－４ 03-3541-3800
3 おおいわ腎クリニック 東京都中央区築地１－９－９　細川築地ビル６Ｆ 03-6226-3511

4
医療法人社団健杏会 
勝どきビュータワークリニック

東京都中央区勝どき１－８－１ 
勝どきビュータワー２１５

03-5859-0781

5
医療法人社団竹榮舎 
たけぶちファミリークリニック

東京都中央区晴海２－５－２４　
晴海センタービル１Ｆ

03-3534-2757

6 月島キャピタル・クリニック
東京都中央区月島１－５－２ 
キャピタルゲートプレイス２０３

03-3533-8981

7
医療法人（財団）白百合会 
荒川医院

東京都中央区京橋２－１－１　
第２荒川ビル１Ｆ

03-3281-0567

8 八丁堀３丁目クリニック
東京都中央区八丁堀３－２－５　
八丁堀医療ビル２Ｆ

03-6222-2772

9
医療法人社団ブレイン・ヘルス 
銀座内科・神経内科クリニック

東京都中央区銀座６－１２－１０　
銀座龍岡ビル２Ｆ

03-6253-8786

10
医療法人社団進興会 
東京ダイヤビルクリニック

東京都中央区新川１－２８－２５ 
東京ダイヤビルディング３号館１Ｆ

03-3551-7737

11
医療法人社団リゾーム慶和会 
ザ東京タワーズクリニック

東京都中央区勝どき６－３－２－１０２ 
ザ東京タワーズミッドタワー１Ｆ

03-3534-9002

12
医療法人社団医成会 
銀座さわだ内科クリニック

東京都中央区銀座５－９－１５　
銀座清月堂ビル４Ｆ

03-3572-4898

13
医療法人社団銀座仁医会　
吉川医院

東京都中央区銀座１－９－１７ 03-3561-4010

14
医療法人社団恵杏会 
河内クリニック

東京都中央区月島１－１４－１３ 
月島ホームズ１０２号

03-5548-7060

15
医療法人社団健杏会 
杉野内科クリニック

東京都中央区勝どき２－９－１２　
ＨＢビル勝どき３Ｆ

03-5547-0961

16 医療法人財団百葉の会　銀座医院
東京都中央区銀座４－１２－１５ 
歌舞伎座タワー１６Ｆ

03-3541-3340

17 医療法人社団恒雅会　吉井医院 東京都中央区新富１－５－１４ 03-3551-2032

18
医療法人社団三喜会 
有楽橋クリニック

東京都中央区銀座２－２－１７　龍保険ビル４Ｆ 03-3567-8788

19 医療法人社団三和会　中央診療所
東京都中央区八丁堀３－２０－５　 
Ｓ－ＧＡＴＥ八丁堀２F

03-3551-7522

20
医療法人社団志鈴会 
鈴木クリニック

東京都中央区月島４－５－１２ 03-3531-1685
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ＮＯ 実施機関名 所在地 電話番号

21
医療法人社団神和会 
銀座富士クリニック

東京都中央区銀座４－１１－２　丸正ビル２Ｆ 03-3542-8371

22
医療法人社団正和会 
栗原クリニック

東京都中央区銀座８－１２－５　峯田ビル３Ｆ 03-3541-6573

23
医療法人社団中央みなと会 
中央みなとクリニック

東京都中央区明石町８－１　聖路加タワー２Ｆ 03-3547-1395

24 医療法人社団　八丁堀医院
東京都中央区八丁堀２－２０－８ 
八丁堀綜通ビル９０１号

03-3551-8860

25
医療法人社団範慶会 
白倉内科診療所

東京都中央区銀座４－１３－１８　
医療ビル１Ｆ

03-3543-4361

26
医療法人社団春令会 
築地クリニック

東京都中央区築地６－２５－１０ 
築地センタービル２F・３Ｆ

03-3549-6661

27 一般財団法人　小松診療所
東京都中央区銀座７－１２－１８　
第一銀座ビル３Ｆ

03-3543-7611

28
医療法人社団誠次会 
銀座胃腸クリニック

東京都中央区京橋３－４－２　
フォーチュンビル２Ｆ

03-5205-8666

29 月島クリニック
東京都中央区月島４－１６－７ 
秀和第二月島レジデンス１０６

03-3531-0082

30
医療法人社団慶仁舎 
月島タワークリニック

東京都中央区月島２－１０－２ 
ムーンアイランドタワー２０２

03-6219-7151

31 厚生診療所
東京都中央区湊３－１８－１７　
マルキ榎本ビル１Ｆ

03-3551-4690

32 市川医院 東京都中央区銀座２－１１－１９　銀座市川ビル 03-3541-7202

33 松本内科院
東京都中央区京橋２－１１－５ 
パインセントラルビル５Ｆ

03-4405-7480

34 新富げんかクリニック
東京都中央区新富２－１４－５ 
不二窯業株式会社２Ｆ

03-3551-4346

35 善利医院 東京都中央区月島３－１３－４ 03-3531-1566

36
医療法人社団
ウィミンズ・ウェルネス
対馬ルリ子女性ライフクリニック銀座

東京都中央区銀座２－６－５　
銀座トレシャス７Ｆ

03-3538-0270

37
東京保健生活協同組合 
鉄砲洲診療所

東京都中央区新富２－４－１４　
新富田所ビル４F

03-3551-1616

38 浜中医院 東京都中央区勝どき２－１－１３ 03-3531-0547

39
医療法人社団順医会　
京橋クリニック

東京都中央区京橋２－５－２２　
キムラヤビル２Ｆ

03-3563-5011

40
医療法人社団竹榮舎　
晴海クリニック

東京都中央区晴海１－６－５　
晴海ビュープラザ２０３

03-3531-0937

41
医療法人社団知洋会 
勝どき耳鼻咽喉科・内科クリニック

東京都中央区勝どき４－２－１３　
サンパレス辻野１Ｆ

03-3533-4133

42
医療法人社団 
銀座しまだ内科クリニック

東京都中央区銀座８－４－２６　イワキビル４Ｆ 03-3574-9103
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ＮＯ 実施機関名 所在地 電話番号

43
医療法人社団平晴会 
晴海３丁目クリニック

東京都中央区晴海３－１０－１　
Ｄａｉｗａ晴海ビル１Ｆ

03-3536-8633

44
医療法人社団慈安会 
勝どき駅前内科皮ふ科クリニック

東京都中央区勝どき３－５－５ 
ＡＩＰ勝どき駅前ビル３F　

03-5534-8350

45 八丁堀かず内科外科クリニック
東京都中央区新川２－２８－２ 
メディカルプライム新川３F

03-5542-0737

46
医療法人社団健育会 
石川島記念病院

東京都中央区佃２－５－２ 03-3532-3556

47 銀座四丁目診療所 東京都中央区銀座４－５－１　教文館ビル８F 03-3567-7717

48
医療法人社団武田クリニック 
東銀座診療所

東京都中央区築地１－１２－２２　
コンワビル４Ｆ

03-3542-4881

49 ＴＦＣメディカルクリニック 東京都中央区築地４－７－５　築地ＫＹビル３F 03-6281-5170
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東京食品販売国民健康保険組合

令和４年度　特定健診実施機関一覧（日本橋医師会）
受診期限：令和５年３月３１日までとなります

新型コロナウイルス感染症の影響により、特定健診が実施できない場合が 
ありますので、事前に受診を希望する医療機関にお問い合わせください。

ＮＯ 実施機関名 所在地 電話番号

1
早期胃癌検診協会附属 
茅場町クリニック

東京都中央区日本橋茅場町２－６－１２ 03-3668-6806

2 大伝馬クリニック 東京都中央区日本橋大伝馬町９－７ 03-3661-5367
3 日本橋浜町クリニック 東京都中央区日本橋浜町２－３８－３ 03-3663-1811
4 大辻内科クリニック 東京都中央区日本橋室町４－２－１ 03-3279-3916
5 （医社）松州会　鈴木医院 東京都中央区日本橋大伝馬町３－１１ 03-3661-5281

6
（医社）頌栄会 
日本橋上田診療所

東京都中央区日本橋２－１－１０　
柳屋ビルＢ１Ｆ

03-3271-2775

7
（医社）謙昭会 
村田内科クリニック

東京都中央区日本橋人形町１－５－８ 03-3666-3880

8 友仁クリニック
東京都中央区日本橋本町１－６－５ 
ツカモトビルＢ２Ｆ

03-3510-9561

9 （医社）小池医院 東京都中央区日本橋室町１－１２－９ 03-3271-0813

10 日本橋榎本内科
東京都中央区日本橋３－３－１２　
Ｅ－１ビル３Ｆ

03-3231-1003

11 （医社）鴎盟会　津布久医院 東京都中央区日本橋小網町３－１２ 03-3666-1687

12 （医社）健創会　八重洲街診療所
東京都中央区日本橋２－２－２０ 
日本橋仲通りビル３Ｆ

03-3271-1828

13
（医社）墨水会 
浜町センタービルクリニック

東京都中央区日本橋浜町２－３１－１ 
浜町センタービル７Ｆ

03-3664-6858

14 セントラルクリニック
東京都中央区日本橋茅場町２－７－９ 
コニーセントラルビル２Ｆ

03-3669-1238

15 兜町診療所
東京都中央区日本橋兜町１７－１ 
日本橋ロイヤルプラザ１０１

03-5641-0360

16
（医社）中央みなと会 
三井タワークリニック

東京都中央区日本橋室町２－１－１ 
日本橋三井タワー５Ｆ

03-3510-9927

17
（医社）栄晴会 
中央内科クリニック

東京都中央区日本橋人形町２－７－１０ 03-3668-0088

18 恵友クリニック
東京都中央区日本橋室町１－６－１　
真洋ビル４Ｆ

03-3241-6088

19 八重洲ヤヨイクリニック
東京都中央区八重洲１－９－１３ 
八重洲ヤヨイビル６Ｆ

03-5204-0841

20
日本橋内科・アレルギー科 
クリニック

東京都中央区日本橋室町２－４－３ 
日本橋室町野村ビル７Ｆ

03-3274-4159

21
（医社）平郁会 
日本橋かきがら町クリニック

東京都中央区日本橋蛎殻町１－１０－４ 
宮田ビル２Ｆ

03-5651-1361
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ＮＯ 実施機関名 所在地 電話番号

22 日本橋室町クリニック
東京都中央区日本橋本町１－５－６ 
第１０中央ビル１Ｆ

03-3241-2568

23 （医社）玉寄クリニック 東京都中央区日本橋人形町１－１２－１１－１０５ 03-3661-5555

24 ライフサイエンス健診クリニック
東京都中央区日本橋堀留町２－６－６ 
ライフサイエンスビル２F・３Ｆ

03-5652-0808

25 （医社）兜中央会　中島クリニック 東京都中央区日本橋兜町８－８ 03-3666-0880

26 茅場町パークサイドクリニック
東京都中央区日本橋茅場町２－２－１ 
東石ビル１Ｆ

03-3666-2212

27 日本橋かわまた内科クリニック
東京都中央区日本橋富沢町１０－１８ 
ユニゾ東日本橋ビル１Ｆ

03-3669-2626

28
水天宮前いきいきクリニック 
内科・呼吸器内科

東京都中央区日本橋蛎殻町１－２９－６ 
水天宮前東急ビル２Ｆ

03-3665-1159

29 浜町公園クリニック
東京都中央区日本橋浜町２－４２－１０ 
紙商健保会館４F

03-5643-2300

30 五十嵐内分泌クリニック
東京都中央区日本橋本町１－５－１１ 
ユニゾ日本橋本町ビル２Ｆ

03-3270-8855

31
みんなの内科クリニック 
人形町・水天宮

東京都中央区日本橋人形町２－２－３ 
アライヴ人形町６Ｆ

03-3668-2200

32 さいとう内科・循環器クリニック
東京都中央区日本橋大伝馬町１３－８ 
メディカルプライム日本橋小伝馬町３F

03-3639-3110

33 東京心臓血管・内科クリニック
東京都中央区日本橋人形町１－７－７ 
笠原ビルディング３F

03-5641-1177

34 日本橋馬喰町クリニック
東京都中央区日本橋馬喰町１－６－１ 
ＪＵ　ＳＫＹ　ＴＯＷＥＲ日本橋３F

03-5843-6275

35 内科総合クリニック人形町
東京都中央区日本橋人形町１－６－１０ 
ユニコム人形町ビル１F

03-5843-6714

36 久松町まつうらクリニック
東京都中央区日本橋久松町１０－８ 
フィルパーク日本橋久松町２F

03-6661-0024

37 みらいクリニック
東京都中央区日本橋小伝馬町９－６ 
小伝馬町松村ビル３Ｆ

03-3663-3366

38 サルスクリニック日本橋
東京都中央区日本橋２－８－１ 
東京日本橋タワーアネックスＢ１Ｆ

050-3851-0269


