平成29年度 大腸がん検診（単独）実施医療機関一覧表

＜12月1日現在＞

医療機関名称

医療機関電話番号
阿佐谷北

野崎医院

阿佐谷北１－９－１９

03-3338-2064

木村医院

阿佐谷北１－３３－１２

03-3338-7026

阿佐谷クリニック

阿佐谷北１－４１－５

03-3338-5016

佐藤内科クリニック

阿佐谷北２－１３－２

03-5327-5885

清水谷内科

阿佐谷北２－１６－１７

03-3338-7896

西公園前クリニック

阿佐谷北２－３３－１１

03-3339-1772

藤村病院

阿佐谷北４－２１－２０

03-3337-3934

井上医院

阿佐谷北５－４７－１７

03-3339-1132

矢部医院

阿佐谷北６－３１－６

03-3338-6449

阿佐谷南
阿佐谷循環器

阿佐谷南１－６－３ 山田ビル２階

03-3315-0367

阿佐谷すずき診療所

阿佐谷南１－９－２

03-5377-1512

林脳神経外科メディカルクリニック

阿佐谷南１－９－２

03-5305-8831

はやま消化器内科クリニック

阿佐谷南１－１７－１７ 朝倉ビル１階 B室

03-3313-6600

家田医院

阿佐谷南１－３２－２３

03-3311-1087

けやき内科クリニック

阿佐谷南１－３３－１６

03-3311-0437

すがい整形外科

阿佐谷南１－３７－２－１階

03-5305-5822

内科小児科山住医院

阿佐谷南１－３８－２

03-3314-2381

盧内科

阿佐谷南１－４０－１９

03-3318-3210

原内科放射線科

阿佐谷南２－１４－３

03-3311-2222

清川病院

阿佐谷南２－３１－１２

03-3312-0151

つぐ内科

阿佐谷南３－１－２３ 第５進和ビル３階

03-3391-8234

香取内科クリニック

阿佐谷南３－３４－１０

03-5335-5717

駅前つのだクリニック

阿佐谷南３－３７－１ ＰＬＡＮＯ５階

03-5335-7480

野崎クリニック

阿佐谷南３－３７－１３ 大同ビル３０１号

03-3398-3222

天沼
荻窪ふしみクリニック

天沼２－５－３

03-3220-2439

にれの木クリニック

天沼３－２－１８

03-5335-5868

東京衛生病院

天沼３－１７－３

03-3392-6189

天沼診療所

天沼３－２７－７

03-3393-1866

いそのクリニック

天沼３－３０－４

03-5397-5500
井草

なかがわ内科クリニック

井草１－２－５ ワイズスクエア１０１

03-5311-5577

角田外科医院

井草１－２－１５

03-3399-1663

山本クリニック

井草１－８－９ アセッツ下井草１００

03-3301-7856

杉並すだクリニック

井草１－１６－４

03-3395-1192

木村クリニック

井草１－１８－１１

03-3397-7787
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伊東医院

井草１－１９－２７

03-3399-3848

井草内科クリニック

井草３－１７－１４

03-5311-7077

海老沢医院

井草３－２４－８

03-3390-1289

丸尾医院

井草４－６－２

03-3390-2370

岡田ライフクリニック

井草４－６－２０ ライフ＆シニアハウス井草ビル１階

03-5311-3545

和泉
森本クリニック

和泉１－１１－２０ フラット四季１０２

03-5329-4800

後藤医院

和泉１－１３－２

03-3321-4660

別所整形外科

和泉３－４－６

03-3322-6252

永福町駅前みんなのクリニック

和泉３－４－７ 永福町駅前クリニックモール１階

03-3324-1000

和泉胃腸内科

和泉３－５－１１

03-3321-6355

内山クリニック

和泉３－６－２ プラムビル１階

03-5355-3535

えいふく内科クリニック

和泉３－３３－２１

03-3324-8333

西山内科クリニック

和泉３－４６－８ ファミーユ和泉１階

03-5355-7778

桂医院

和泉３－６２－４

03-3328-4430

山川クリニック

和泉４－１－２２ パークホームズ杉並和泉ザレジデンス

03-6304-7728

曙クリニック

和泉４－２５－２

03-3325-5107

方南クリニック

和泉４－４２－３１ カサデフェンテビル１階

03-3311-0609

いりたに内科クリニック

和泉４－５１－６ フォンティーヌ杉並

03-5305-5788

今川
諸岡クリニック

今川１－１－４

03-3396-1520

小林医院

今川１－１７－１５ エステート柿の木１階

03-3396-3775

荻窪病院

今川３－１－２４

03-3399-1102

上井草診療所

今川３－３０－１０

03-3395-2400
梅里

内山肛門科胃腸科クリニック

梅里１－５－１５ １５１５ビル３階

03-5377-7355

松浦クリニック

梅里１－６－３ プラムコートワタナベ１０３

03-3318-6101

あんずクリニック

梅里１－７－１５ ３階

03-5305-3358

新高円寺クリニック

梅里１－７－１７ Ｋ＆２ビル３０１

03-5377-5388

石沢クリニック

梅里２－１－１５ 新高円寺三和ビル３階

03-5929-1922

継医院

梅里２－４－８

03-3311-3067

多賀レディースクリニック

梅里２－２９－３

03-5305-6687
永福

滝澤医院

永福２－１２－１０

03-3328-5316

天谷医院

永福２－４９－９

03-3327-0222

西永福内科クリニック

永福３－２６－７

03-3325-3531

柳澤医院

永福３－５５－１０

03-3327-0157

おおくらクリニック

永福４－１－４ 永福ランドビル２階

03-5355-5801
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窪田医院

永福４－４－２

03-3321-6777

東京大塚医院

永福４－１８－４

03-3322-5311
大宮

大宮クリニック

大宮１－１－６

03-5376-1168

方南通り脳神経外科クリニック

大宮１－３－１2 ギャレリア杉並１階

03-6379-5755

荻窪
おぎくぼ痛みのクリニック

荻窪１－３４－８ メゾン・ホワイト１階

03-3393-1371

シャレール荻窪前やすだクリニック

荻窪１－５８－１０

03-6383-5111

都筑医院

荻窪２－３１－５

03-3391-5137

都筑外科形成外科医院

荻窪２－３１－５

03-3392-8352

こがクリニック

荻窪３－１４－５

03-3398-8093

横田医院

荻窪４－１１－１９

03-3398-3205

とくしげ医院

荻窪４－２０－１８ 星野谷ビル１階

03-3398-2050

星医院

荻窪５－１－１４ 秋山ビル

03-3393-0376

谷本内科クリニック

荻窪５－９－２１ パークハイム荻窪南１階

03-3391-0071

安田医院

荻窪５－１１－１９

03-3391-5871

桃井診療所

荻窪５－１３－２

03-3398-0723

すずらんクリニック

荻窪５－１３－９ ロイヤルフラッツ井上１階

03-3392-3981

荻窪クリニック

荻窪５－１５－１７ グランデアコール１０１

03-5347-0188

山形内科消化器科

荻窪５－１９－１５

03-3398-0160

大村内科胃腸科クリニック

荻窪５－２５－１２ パークハイム荻窪５－１階

03-5397-2345

松山医院

荻窪５－２６－３ ニューライフ荻窪２０１

03-3393-5578

おぎくぼ内科クリニック

荻窪５－２６－７ いづみビル２階

03-5347-2800

荻窪かえでクリニック

荻窪５－２７－５ 中島第二ビル３階

03-6279-9894

荻窪駅前クリニック

荻窪５－２７－８ ＦＣビル４階

03-3220-9622

上井草
柁原医院

上井草１－２５－１８

03-3399-8861

若草クリニック

上井草２－１９－４

03-3396-0308

たむらクリニック

上井草３－３１－１５

03-5303-5701

上井草クリニック

上井草３－３１－２３ イマージュ２－１階

03-5303-6722

越川病院

上井草４－４－５

03-3394-1010
上荻

藤多クリニック

上荻１－９－１ ユアビル２ ５階

03-3392-8811

荻窪胃腸クリニック

上荻１－１６－６ 第二丸三ビル３階

03-3391-1587

吉田クリニック

上荻１－１８－１２ 春木家ビル２階

03-5347-7300

城西病院

上荻２－４２－１１

03-3390-4166

河合内科クリニック

上荻３－１－１１

03-3399-8563

柴田メディカルクリニック

上荻３－２９－９

03-3395-7608
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中里医院

上荻４－２－３

03-3390-5258

駒﨑医院

上荻４－３０－１２

03-3395-5513

上高井戸
山形医院

上高井戸１－５－３

03-3303-7058

原田クリニック

上高井戸１－８－３ スパークルエーム館１階

03-3304-0610

あべ内科消化器科クリニック

上高井戸１－８－４ ＴＯＹＡビル３階

03-6426-0205

小林クリニック

上高井戸１－１４－６ ラインコーポ高井戸１０２

03-3329-8052

久我山
詫摩整形外科

久我山２－１３－４

03-3334-5300

のはらクリニック

久我山２－２３－３１ 松屋ビル

03-5336-6122

村上内科クリニック

久我山３－１－２５

03-5336-3986

柳下クリニック

久我山３－１７－３２

03-3331-2426

杉並協同クリニック

久我山３－１８－１１

03-3334-0971

久我山クリニック

久我山３－２７－５

03-5336-7078

篠原内科医院

久我山４－１－５ 田中ビル２０２

03-5336-6636

久我山おおすぎ診療所

久我山４－５０－３０

03-5336-6780

おおすが内科

久我山５－５－１７ エヌ・エム久我山１階１０１

03-6425-8535

富士見丘医院

久我山５－２０－１

03-3332-2401

高円寺北
青木医院

高円寺北１－２０－１１

03-3385-7400

藤巻クリニック

高円寺北２-９－２ 高円寺シティハウス１階

03-5364-2500

清見内科クリニック

高円寺北２－２２－５ 清見ビル２階

03-3310-0220

松尾クリニック

高円寺北３－２１－５

03-3336-0861

窪田クリニック

高円寺北３－２５－２０

よしひさ内科クリニック

高円寺北３－３５－２６ Ｔ’ｓ ｇａｒｄｅｎ高円寺１階

03-5327-5577

佐口脳神経外科・内科クリニック

高円寺北３－４２－１２ 一真舎１階

03-5356-6234

高円寺同愛診療所

高円寺北４－１６－１１

03-5327-5450

Ｓ・Ｋビル１階

03-6265-5791

高円寺南
下平レディスクリニック

高円寺南１－４－１２

03-5377-0834

青木胃腸科クリニック

高円寺南１－５－２

03-3316-2054

ふじさきクリニック

高円寺南１－６－１９

03-6912-9581

清水内科クリニック

高円寺南１－７－４ 杉木ビル４０３

03-3318-2431

新高円寺駅前クリニック

高円寺南２－１６－１３ エルニド１階

03-5378-5830

林医院

高円寺南２－２１－１

03-3311-1856

村島医院

高円寺南２－２４－２２ フルール高円寺１階

03-3311-6366

篠宮クリニック

高円寺南２－４５－１７ コーヨービル１階

03-5307-3277

小林産婦人科

高円寺南３－３７－９

03-3311-8565

近藤クリニック

高円寺南３－４４－２－１０１

03-3311-8663
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高円寺南診療所

高円寺南３－４６－５ 後藤ビル１階

03-3318-1822

しんえい糖クリニック

高円寺南４－６－７ アンフィニビル３階

03-6383-1870

よしだ内科

高円寺南４－１９－１ 山長ビル１階

03-3311-3293

河北健診クリニック

高円寺南４－２７－１２ 三井住友銀行高円寺ビル

03-5377-2511

高円寺整形外科

高円寺南４－２９－２ 高円寺メディカルプラザ２階

03-5377-3291

横山高円寺南医院

高円寺南４－２９－９第三穴吹ビル1階

03-6413-1097

こじま内科

高円寺南５－４０－１７

03-3316-3987

清水
菊池脳神経外科

清水１－１４－６

03-3399-8100

渕之上クリニック

清水１－１５－１２ ローカス四面道１階

03-5382-0876

百瀬医院

清水２－５－６

03-3399-8529

成瀬医院

清水２－２２－２２

03-5311-5133

下井草
別府医院

下井草１－４－３

03-3336-6921

石川小児科医院

下井草２－１０－７

03-3390-3671

柿田医院

下井草２－２３－５

03-3395-3602

近藤医院

下井草２－３６－２４ １階

03-3397-6868

宮川整形外科内科

下井草３－４－５

03-3399-0010

飯高医院

下井草３－３８－１０

03-3390-2656

はぶ小児科・内科

下井草３ー３８－１７ ＶＩＥＷカワシマ

03-6913-7380

富川医院

下井草４－６－１７

03-3399-4514

ふるはた医院

下井草４－１６－２

03-5930-9119

井荻クリニック

下井草５－１８－７

03-6915-0251

下高井戸
神馬クリニック

下高井戸１－１－６

03-5355-1500

木暮クリニック

下高井戸１－４１－６ 上北沢森ビル１階

03-3329-3003

ひろ永福クリニック

下高井戸３－２３－８

03-3303-1231

ロイヤル病院

下高井戸４－６－２

03-3302-7331

河西産婦人科医院

下高井戸５－４－２１

03-3304-3508

松庵
石田外科医院

松庵１－７－１８

03-3334-0762

森谷医院

松庵１－８－６

03-3334-7285

松庵内科クリニック

松庵２－７－１１

03-5370-2006

こやなぎ内科クリニック

松庵３－２０－１０ マストライフ西荻窪ＡＮＮＥＸ１階

03-6454-2501

善福寺
やまざきクリニック

善福寺２－２４－１８

03-3394-3375

善福寺クリニック

善福寺３－２４－３

03-3395-6808

高井戸西
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浴風会病院

高井戸西１－１２－１

03-3332-6511

朋愛内科医院

高井戸西１－１７－３２

03-3334-0782

オザワ整形外科

高井戸西１－２７－２１

03-3333-8558

循環器科内科 小川医院

高井戸西２－９－５ 山手ビル２階

03-3332-7063

屠内科クリニック

高井戸西２－９－７ 富士見ヶ丘ステイハイムレグレス１階

03-6662-6614

高井戸東
高井戸東健診クリニック

高井戸東２－３－１４

03-3331-6823

長澤クリニック

高井戸東２－１３－８

03-5336-8202

人見クリニック

高井戸東３－１６－２５

03-5370-2166

あおき内科クリニック

高井戸東３－２６－１２ 高井戸医療ビル２階

03-3332-2525

高井戸東診療所

高井戸東３－２８－６ 日神パレス高井戸１階

03-5346-7390

成田西
佐々木内科・循環器内科クリニック

成田西２－１１－６

03-5335-7121

成田東
今関医院

成田東２－３１－１０

03-3311-2169

たけうち内科

成田東３－１２－１３

03-3313-8428

長沼内科

成田東３－３６－８

03-3311-1803

中村外科小児科医院

成田東４－９－１５

03-3398-2216

成宗診療所

成田東４－１３－６

03-3392-6967

松浦整形外科内科

成田東４－１９－１８

03-3317-1511

可児医院

成田東４－２３－２

03-3311-0306

蘭松医院

成田東５－３６－１１

03-3393-1477

西荻北
杉並リハビリテーション病院

西荻北２－５－５

03-3396-3181

西荻クリニック

西荻北２－５－１３

03-3399-0434

服部小児科医院

西荻北２－３７－１０

03-3390-0770

ちぎら医院

西荻北３－４－４

03-3390-1238

西荻司ビルクリニック

西荻北３－１２－１０ 司ビル２階

03-5382-2099

山口内科耳鼻咽喉科

西荻北３－１９－１０

03-3301-8714

矢部クリニック

西荻北３－２５－２１

03-3390-0731

西荻鍋岡クリニック

西荻北３－３１－１３

03-3397-5758

中谷循環器内科クリニック

西荻北３－３２－１２ ルミノール西荻窪２階

03-6802-7914

大沼田メディカルクリニック

西荻北３－４５－９

03-5310-7010

近藤クリニック

西荻北４－５－２０ エイトハイツ

03-3301-0109

杉並病院

西荻北４－２０－２

03-3390-4141

慶優クリニック

西荻北４－３３－１６

03-5303-1188

清水クリニック

西荻北５－６－１

03-3397-7220

西荻南
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櫛引医院

西荻南２－４－５

03-3333-3839

山中病院

西荻南２－２５－１７

03-3335-5611

甲田医院

西荻南３－１６－１

03-3333-6444

西荻窪診療所

西荻南４－２－７

03-3333-5434

中川クリニック

西荻南４－４－５

03-3335-2778

浜田山
浜田山診療所

浜田山２－１４－５

03-3302-6601

保元クリニック

浜田山２－２０－２０ ベルメゾン浜田山１階

03-5357-3630

山中医院

浜田山３－１８－１２

03-3318-9181

ニューハート・ワタナベ国際病院

浜田山３－１９－１１

03-3311-1119

浜田山病院

浜田山４－１－８

03-3311-1195

わたなべ内科皮膚科クリニック

浜田山４－１４－７

03-3318-8048

こわぐち内科クリニック

浜田山４－１６－４ ライオンズ浜田山セントマークス１２１

03-5929-1857

方南
山田内科

方南１－２１－２

03-5301-3024

方南みどりクリニック

方南１－４１－８

03-3321-0313

至誠クリニック

方南２－１８－７

03-3315-4545

方南町さくらクリニック

方南２－１９－２ 鈴力第３ビル３階

03-3315-1315

はら医院

方南２－２８－３

03-3317-0380
堀ノ内

佐々木内科医院

堀ノ内１－９－１２

03-3313-2187

杉並堀ノ内クリニック

堀ノ内２－２９－１４ ライオンズマンション新高円寺１階

03-5929-1611

渡辺医院

堀ノ内３－１０－１６

03-3311-7893

本天沼
河北前田病院

本天沼１－２－１

03-3330-0384

桜井クリニック

本天沼３－１２－２５

03-3394-6436

松ノ木
石井こども・内科循環器科クリニック

松ノ木１－６－２１

03-3314-5677

みさき診療所

松ノ木３－１１－８

03-5306-1448

せいきょう診療所

松ノ木３－２３－８

03-3313-7365

松の木３丁目クリニック

松ノ木３－２６－３

03-5929-7385

南荻窪
張内科クリニック

南荻窪１－２１－５

03-3335-8870

宮前
ささき医院

宮前１－１４－１０

03-3332-4841

松崎医院

宮前３－６－２

03-3333-0455

井の頭通りこう門科胃腸科

宮前４－２６－６

03-5336-8550

井の頭通りクリニック

宮前４－２７－７

03-5346-7077
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つかだクリニック

宮前５－１５－２１－２０１ 久我山クリニックモール内

03-5336-6626

寺田病院

宮前５－１８－１６

03-3332-1166
桃井

奴田原医院

桃井１－４－１１

03-3397-2640
和田

救世軍ブース記念病院

和田１－４０－５

03-3381-7236

和光診療所

和田１－６８－９

03-3384-8381

佼成病院健康管理室

和田２－２５－１

03-3383-1281

土持医院

和田２－４１－８

03-3381-1313

和田堀診療所

和田２－４２－５

03-3381-6840

小林医院

和田３－１５－１５

03-3381-5411

米村医院

和田３－３８－８

03-5378-8818

武正内科

和田３－４７－１４

03-3311-3737

岩﨑小児科医院

和田３－４９－７

03-5377-0015
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