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■精神科診療所の利用の仕方
１．ご利用の前に
　東精診会員は、街中にあって気軽にかかれる精神科診療所であろうと努めていますので、利用にあたっては身
構えずに近所の内科医院にかかるような気持ちで受診していただけばよいと思います。
　そうは言っても初めての場所は緊張するでしょうし、敷居が高いと感じられる方もいらっしゃると思います。
そこで受診にあたって知っておいていただいたほうがよいことをいくつかまとめてみました。

２．電話をかける
　あらかじめ電話で問い合わせをしていただいたほうが良いでしょう。診察を予約制で行なっている診
療所も少なくありませんし、初診に限って予約制にしているところもあります。
　精神科の初診にはかなり時間がかかりますので、診察の順番の工夫が必要になることも多く、診療所
とすればあらかじめ電話をいただけるとありがたいです。

３．守秘義務や相談費用
　ご本人以外の相談についてはそれぞれの診療所で違う面はありますが、守秘義務に配慮しなければな
らないというのはどの診療所でも共通です。ご本人の初診の前に相談したいという場合、ケースワー
カーなどが対応できる診療所もありますが、できないところもあります。いずれにしてもご本人の初診
前の相談では健康保険は使えません。
　ご本人が受診した後は、家族ならば代理受診という形をとることが可能な場合もありますが、職場の
方の相談はそういうわけにいきません。ご本人の受診に職場の方が付き添うという形は可能な場合があ
りますが、ご本人と別に相談を希望される場合は、守秘義務の問題や相談の費用についてあらかじめ診
療所に問い合わせをしていただくのがよろしいでしょう。

４．治療方法
　治療の方法については精神療法と薬による治療が大きな柱であり、集団活動であるデイケアを行なっ
ている診療所もあります。
　精神療法というのは病気を理解したり、症状が悪くなるきっかけを探したり、症状やストレス、生活
上の困難なことなどへの対処法を考えたりするといったことを医師と患者さんが一緒に行なっていくこ
とです。
　ただし、毎回こういったことすべてを話すというのではなく、タイミングをみながら継続していくこ
とが大切です。
　時々、「様子を見ましょう」というのが不満であるという患者さんもいらっしゃいますが、焦らず
に待つことが大事な時期もあります。

５．医師の変更
　医師を替えたいという場合は率直に言っていただくのが一番です。そう言うと嫌な顔をされ
るのではないかと心配される気持ちも分かりますが、心配することはありません。医師として
はきちんと次の医師に引き継ぎたいという気持ちでいます。
　次の医師の立場からすると、以前の医師の治療経過が分かる紹介状がいただきたいですし、
紹介状がないとひょっとして複数の医療機関に同時にかかって薬を集めるのではないかと気に
なることもあります。残念ながらそういうケースもないことはないのです。

■東精診ホームページを併せてご活用ください
http://www.tapc.gr.jp/_search/

各診療所別に住所・取組んでいる機能・専門課題・テーマなど
を記載しています。
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千代田区
❶山本亜希メンタルクリニック� TEL.03-3230-0002
千代田区九段北1-3-2大橋ビル６階� 山本　亜希

❷一口坂クリニック� TEL.03-3221-1919
千代田区九段北4-1-5市ヶ谷法曹ビルB1F� 作田　優子

❸さくらの木クリニック秋葉原� TEL.03-3255-3960
千代田区神田岩本町1-5清水ビル2F� 倉持　　穣

❹しのみやクリニック TEL.03-5687-1516
千代田区神田佐久間町3-37-59マルチーノビル3F

四宮　滋子／四宮　雅博／鈴木　聡彦

❺ももこころの診療所� TEL.03-5282-2556
千代田区神田神保町1-16-3TSI神保町ビル4F� 百瀬　直大

❻エムズクリニック九段下� TEL.03-3239-5857
千代田区神田神保町3-5ニュー徳栄ビル8F� 藤田　充明

❼神田東クリニック TEL.03-5298-3322
千代田区神田多町2-1神田東山ビル5F� 髙野　知樹

❽日比谷滝村クリニック TEL.03-5511-7550
千代田区内幸町2-2-1日本プレスセンタービルB1� 滝村　　浩

❾あいクリニック神田 TEL.03-3253-2100
千代田区内神田3-14-8ニシザワビル５F

鬼頭　　諭／西松　能子

❿飯田橋榎本クリニック TEL.03-5276-0601
千代田区飯田橋4-6-5 榎本　　稔

⓫飯田橋東口内科心療内科診療所� TEL.03-6260-9863
千代田区飯田橋4-9-9第七田中ビル８階� 下平　智史

⓭有楽町桜クリニック� TEL.03-6914-5333
千代田区有楽町1-7-1有楽町電気ビル南館7階758区� 神山　昭男

港区
⓮メディカルケア虎ノ門� TEL.03-5510-3898
港区虎ノ門1-16-16虎ノ門1丁目MGビル3F� 五十嵐良雄

⓯神谷町ヒルサイドクリニック� TEL.03-5776-7701
港区虎ノ門4-1-7第一松坂ビル2階� 文元　秀雄

⓰品川駅前メンタルクリニック� TEL.03-5796-0556
港区港南2-6-7大善ビル3・4F� 有馬　秀晃

⓱みゆきクリニック TEL.03-5447-1236
港区高輪4-21-16 塙　美由貴

⓲いわたにクリニック� TEL.03-5440-1677
港区芝5-13-14アンソワソントディセットビルディング芝５F� 岩谷　泰志

⓳浜松町メンタルクリニック� TEL.03-6279-7473
港区芝大門1-14-10宮川ビルB1� 加藤　高裕

⓴新橋アサイクリニック TEL.03-5402-4710
港区新橋4-4-3新橋溝口ビル5F 浅井　歳之

㉑虎ノ門龍醫院� TEL.03-3501-2286
港区西新橋1-20-9� 龍　倫之助

㉒鈴泉クリニック� TEL.03-5561-6211
港区赤坂2-9-3第一松浦ビル3F� 鈴木　二郎

㉓赤坂こころのクリニック「ケイローン」� TEL.03-5575-5575
港区赤坂3-15-8藤貫ビル4Ｆ� 車田　裕通

㉔心療内科・神経科 赤坂クリニック� TEL.03-5575-8198
港区赤坂3-9-18B.I.C.赤坂ビル6F� 吉田　栄治

㉕青山杵渕クリニック� TEL.03-5786-1511
港区南青山2-9-2ASビル3Ｆ� 杵渕　　彰

㉖アマラクリニック表参道� TEL.03-6438-9869
港区南青山3-10-38-101� 松薗理英子

㉗青山メンタルクリニック� TEL.03-5772-9200
港区南青山3-18-15サンコーノビル４F� 中村　　稔

㉘広尾ストレスクリニック� TEL.03-6450-4486
港区南麻布5-10-24第二佐野ビル501� 財津　康司

㉙さいとうクリニック� TEL.03-5476-6550
港区麻布十番2-14-5麻布十番Aビル� 斎藤　　学

㉚六本木メンタルクリニック� TEL.03-3470-1606
港区六本木7-15-17ユニ六本木ビル9階� 日吉　孝治

中央区
㉛りんかい月島クリニック� TEL.03-5547-8633
中央区月島1-13-6ウェルネス月島2,3階� 吉田　健一

㉜つきじ心のクリニック� TEL.03-5565-5560
中央区築地2-8-10築地K&R2TODAビル6F� 榊原　　聡

㉝築地サイトウクリニック� TEL.03-3248-5617
中央区築地7-12-14紀文第2ビル2F� 齋藤　英二

㉞日本橋サンクリニック� TEL.03-5542-1718
中央区日本橋2-1-21-3F� 戸所　綾子

㉟茅場町こころのケアクリニック� TEL.03-5643-9855
中央区日本橋茅場町2-8-10碧山ビル２Ｆ� 安保　肇子

㊱人形町メンタルクリニック� TEL.03-5614-7087
中央区日本橋人形町1-1-21人形町ビル3F� 勝　　久寿

㊲たわらクリニック東京� TEL.03-5542-1803
中央区八重洲1-5-9八重洲アメレックスビル9階� 田原　康孝

文京区
㊳後楽園クリニック� TEL.03-6801-8768
文京区後楽1-1-2春日ビル3階� 辻野　栄作

㊴小石川メンタルクリニック� TEL.03-3943-5858
文京区大塚3-6-5-101� 白井　麻理

㊵本郷東大前こころのクリニック� TEL.03-6801-8115
文京区本郷2-40-11かねやすビル3F� 丸茂　浩平

㊶風メンタルクリニック本郷� TEL.03-5802-7181
文京区本郷3-5-2第2田中ビル2F� 森　　大輔

台東区
㊷一宮メンタルクリニック� TEL.03-5817-4824
台東区上野6-1-1小西本店ビル4F� 一宮　哲哉

㊸御徒町クリニック� TEL.03-3836-0537
台東区上野6-6-2クレインビル3Ｆ� 福原　泰平

㊹杉山クリニック� TEL.03-5818-0882
台東区台東4-20-6シュプールおかむらビル2F� 杉山　克好

㊺浜田クリニック� TEL.03-3832-5426
台東区東上野3-36-1上野第2ビル301� 梶原　　徹

㊻雷門メンタルクリニック� TEL.03-5828-3841
台東区雷門2-18-15-4F� 伊波真理雄
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世田谷区
❶石束クリニック TEL.03-6411-8739
世田谷区喜多見8-18-12コーポ真木4階� 石束　嘉和

❷喜多見メンタルクリニック� TEL.03-6411-0056
世田谷区喜多見8-19-14ツーエムビル3階� 小熊　魅香

❸たかはしメンタルクリニック� TEL.03-5717-3458
世田谷区玉川2-24-6シルク玉川603� 高橋　俊郎

❹二子メンタルクリニック� TEL.03-3707-7827
世田谷区玉川3-6-1AMビル6F� 吾妻　正浩

❺多賀谷医院 TEL.03-3420-7020
世田谷区桜3-26-15 多賀谷　望

❻桜クリニック TEL.03-3425-8744
世田谷区桜3-9-12 高頭　忠明

❼三軒茶屋診療所 TEL.03-3421-6660
世田谷区三軒茶屋2-19-16 高橋　康弘

❽成城墨岡クリニック分院� TEL.03-3749-1122
世田谷区成城2-22-9� 墨岡　　孝

❾三軒茶屋神経科・心療内科クリニック� TEL.03-3795-7744
世田谷区太子堂4-27-11和菓子福本ビル2F� 重盛　憲司

❿千歳烏山メンタルクリニック� TEL.03-3308-8708
世田谷区南烏山6-4-29南烏山アスピィレーションビル4F� 平　　幸司

渋谷区
⓫恵比寿1丁目クリニック� TEL.03-6408-0022
渋谷区恵比寿1-18-4大藤ビル101� 神定　　守

⓬大見山クリニック TEL.03-5798-3458
渋谷区恵比寿1-9-7ITOXビル6F 大見山浩一

⓭楓の森メンタルクリニック� TEL.03-6451-0226
渋谷区恵比寿南2丁目13-9� 小山　恵子

⓮日赤医療センター TEL.03-3400-1311
渋谷区広尾4-1-22 高沢　　悟

⓯イワタクリニック� TEL.03-3486-7872
渋谷区渋谷1-1-10ニューハイツ青山201� 岩田　長人

⓰初台クリニック TEL.03-6383-3414
渋谷区初台1-7-1クークcourt初台1F 柴田　応介

⓱オリンピアクリニック式場神経科� TEL.03-3797-1381
渋谷区神宮前6-35-3コープオリンピア内� 式場　隆史

⓲花クリニック� TEL.03-3375-1161
渋谷区代々木1-38-11� 後藤多樹子／鈴木　卓也／矢花芙美子

⓳代々木の森診療所� TEL.03-3320-0731
渋谷区代々木1-55-10学園ビル8F� 大下　隆司／羽藤　邦利

⓴まいんずたわーメンタルクリニック� TEL.03-5302-5288
渋谷区代々木2-1-1新宿マインズタワーB1� 仮屋　暢聡

㉑メンタルヘルス都庁前クリニック� TEL.03-6276-1831
渋谷区代々木2-12-4西原ビル4F� 菩提寺伸人

㉒すわクリニック� TEL.03-5304-1811
渋谷区代々木2-16-7山葉ビル7F� 諏訪　克行

㉓はたがやメンタルクリニック� TEL.03-3320-8690
渋谷区幡ヶ谷3-2-8� 岩田　　俊

㉔市橋クリニック� TEL.03-5454-1849
渋谷区富ヶ谷1-13-9フォンテ西原宿4F� 市橋　秀夫

㉕こころの診療科  きたむら醫院� TEL.03-5738-8370
渋谷区富ヶ谷2-26-3富ヶ谷リバーランドハウスA棟� 北村　俊則

目黒区
㉖自由が丘髙木クリニック� TEL.03-5726-3771
目黒区自由ヶ丘1-29-7薮伊豆ビル6F� 髙木洲一郎

㉗洗足心療内科クリニック� TEL.03-3785-7672
目黒区洗足2-26-15～106秀和レジデンス南側1F� 松島　　淳

㉘学芸大駅前神経科クリニック� TEL.03-3794-0230
目黒区鷹番2-19-17城南鷹番ビル3F� 大西　重宏

㉙鷹番メンタルクリニック� TEL.03-5724-6963
目黒区鷹番3-11-8コート鷹番B1F� 猪川　和興

㉚学芸大学メンタルケアクリニック� TEL.03-6451-0460
目黒区鷹番3-6-18� 山吉佳代子

㉛駒沢ケイクリニック� TEL.03-5712-5581
目黒区東が丘2-13-8� 前田　恵子

㉜宝山クリニック� TEL.03-6451-0126
目黒区祐天寺1-18-9１F� 渋井　総朗

㉝祐天寺松本クリニック� TEL.03-3710-0071
目黒区祐天寺2-17-11� 松本　誓子

品川区
㉞マコトメンタルクリニック� TEL.03-3280-1881
品川区上大崎2-16-1モンドールビル7F� 田村　　信

㉟目黒駅前メンタルクリニック� TEL.03-3490-8699
品川区上大崎4-4-6目黒MTビル� 趙　　福順

㊱五反田駅前メンタルクリニック� TEL.03-3495-5755
品川区西五反田1-5-2トラヤビル9階� 奥村　克行

㊲徳井記念五反田メンタルクリニック� TEL.03-3494-6691
品川区西五反田2-13-8山崎ビル2F� 米元　利彰

㊳大井町クリニック� TEL.03-3776-7575
品川区大井1-53-14和創第1ビル3F� 桜井　　豊

㊴荏原中延クリニック� TEL.03-3784-7013
品川区中延2-15-5酒井ビル2F� 酒井　　隆

㊵Ｊ戸越銀座クリニック� TEL.03-3786-7773
品川区平塚1-8-20美和ビル3Ｆ� 小林　城治

大田区
㊶タカハシクリニック� TEL.03-5703-1321
大田区蒲田4-29-11高橋ビル� 高橋龍太郎

㊷かまたメンタルクリニック� TEL.03-5714-7828
大田区西蒲田8-1-7グランタウンビル3F� 松浦　信典

㊸石井メンタルクリニック� TEL.03-3768-7132
大田区大森北1-29-4� 石井　一平

㊹藤村クリニック� TEL.03-3733-1345
大田区南蒲田1-1-23ファインクレスト羽鳥203� 藤村　敬二

㊺川原クリニック� TEL.03-6240-7255
大田区北千束1-52-2水口ビル2階� 川原　達二

川崎市
㊻川崎メンタルクリニック� TEL.044-246-0075
川崎市川崎区小川町2-3アオキビル第10－4階� 高橋憲太郎

㊼向ヶ丘メンタルクリニック� TEL.044-911-3663
川崎市多摩区登戸2663東洋ビル3F� 柏田　　勉
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新宿区
❶南海クリニック� TEL.03-5879-7192
新宿区下宮比町2-1第一勧銀稲垣ビル別館3F� 南海　昌博

❷外堀クリニック TEL.03-5227-1621
新宿区下宮比町3-1津多屋ビル4F 岩本　典彦

❸めじろそらクリニック TEL.03-5906-5092
新宿区下落合3-16-10大同ビル3F 松永　優子

❹高田馬場診療所 TEL.03-3200-9662
新宿区高田馬場1-17-18新澤ビル2F 徳田　裕志

❺紫藤クリニック TEL.03-3232-1622
新宿区高田馬場1-29-21みかどビル2F� 紫藤　昌彦

❻さちクリニック TEL.03-3208-5848
新宿区高田馬場2-14-9明芳ビル501 杵渕　幸子

❼よつや三栄通りメンタルクリニック� TEL.03-5369-8222
新宿区三栄町9第3米世ビル２階� 熊谷　浩司

❽四谷いわさきクリニック� TEL.03-5366-9222
新宿区四谷1-2-5ヒグチ四谷ビル３F� 岩崎　康孝

❾市ヶ谷ひもろぎクリニック� TEL.03-5946-8586
新宿区市ヶ谷田町2-31-3市ヶ谷ASUKARAビル1階2階� 本郷　誠司

❿四谷ゆいクリニック TEL.03-5225-1291
新宿区市谷本村町2-23京都荘ビル１F� 阿部　　裕

⓫アルバ・メンタルクリニック� TEL.03-5360-7119
新宿区新宿3-32-5日原ビル7F� 海老澤佐知江

⓬神楽坂ストレスクリニック� TEL.03-6280-8107
新宿区神楽坂3-2Kビル6F� 上田　容子

⓭たまきクリニック� TEL.03-3348-5888
新宿区西新宿1-12-12河西ビル2F� 玉置　　元

⓮惠クリニック TEL.03-5909-3707
新宿区西新宿1-19-12鮎沢ビル8階 佐久間惠子

⓯やしまメンタルクリニック� TEL.03-5339-7460
新宿区西新宿1-3-13I&Kビル5F� 八島章太郎

⓰西新宿メンタルクリニック� TEL.03-3344-2137
新宿区西新宿1-5-12ニューセントラルビル3F� 岩尾　光浩

⓱西新宿おざわメンタルクリニック� TEL.03-5333-7207
新宿区西新宿4-2-18武居西新宿ビル6階� 小沢憲一郎

⓲西新宿コンシェリアクリニック� TEL.03-5323-8112
新宿区西新宿6-20-7コンシェリア西新宿タワーズウエスト２階� 金子　宏明

⓳新宿メンタルヘルスクリニック� TEL.03-5338-8161
新宿区西新宿7-11-15サンフル西新宿3F� 鑑江真二郎

⓴柏木診療所 TEL.03-3365-5588
新宿区西新宿7-5-14井上ビル12号館4F� 岩田　柳一

㉑早稲田通り心のクリニック� TEL.03-5292-2855
新宿区西早稲田3-28-1RICOSビル３F� 小栗　康平

㉒戸山メンタルクリニック� TEL.03-3232-9288
新宿区大久保2-5-22セキサクビル6FA� 冨永　　格

㉓新宿神経クリニック� TEL.03-3362-3222
新宿区百人町3-21-18新宿高瀬ビル1F� 渡辺　雅子

杉並区
㉔野﨑クリニック� TEL.03-3398-3222
杉並区阿佐ヶ谷南3-37-13大同ビル301� 野﨑　　純

㉕阿佐ヶ谷  純クリニック� TEL.03-3317-7766
杉並区阿佐谷南1-16-10巳善第二ビル3F� 市川　　純

㉖塩入医院� TEL.03-6915-1061
杉並区阿佐谷南3-1-23第五進和ビル2F� 塩入　祐世

㉗メンタルクリニックおぎくぼ� TEL.03-5347-5761
杉並区荻窪5-27-5中島第二ビル401号室� 高野　明夫

㉘高円寺クリニック� TEL.03-3312-6123
杉並区高円寺南4-45-11-3� 羽場　令人

㉙高円寺ふじたクリニック� TEL.03-5327-3755
杉並区高円寺北3-23-12オーク・タワー高円寺4F� 藤田　春洋

㉚やないクリニック� TEL.03-3397-2220
杉並区西荻北3-19-3ベルフォート西荻駅前208� 黒田　紀子

㉛とおる医院� TEL.03-5310-2501
杉並区西荻北5-12-15� 髙橋　　亨

㉜ひまわりメンタルクリニック�TEL.03-5347-7871
杉並区天沼3-2-6トヨタマ駅前ビル５F� 丹生谷晃代

中野区
㉝中野神経科クリニック� TEL.03-3385-7723
中野区上高田5-33-7� 中野　嘉樹

㉞前田クリニック� TEL.03-3319-8333
中野区新井2-1-1ランドコープビル3F� 前田健二郎

㉟白浜医院� TEL.03-3339-6424
中野区大和町2-6-7��1F� 鈴木　純一／鈴木真理子

㊱あしかりクリニック� TEL.03-3380-3272
中野区中央5-44-9� 芦刈伊世子

㊲優和メンタルクリニック� TEL.03-5385-5551
中野区中野2-25-3ヤマノビル4F� 中村　　中

㊳後藤クリニック� TEL.03-3371-6665
中野区東中野3-11-6誠屋ビル2F� 後藤　健文

㊴牧野クリニック� TEL.03-6908-5017
中野区東中野5-1-1ユニゾンモール3F� 牧野総治郎

㊵龍医院� TEL.03-3383-3226
中野区本町5-47-10� 鈴木　　龍

㊶新中野ＦＫクリニック� TEL.03-3229-2169
中野区本町6-16-12新中野ＦＫビル5F� 藤田　憲一

中央線

高田馬場
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豊島区
❶櫻和メンタルクリニック TEL.03-5319-1908
豊島区巣鴨1-19-12八木下ビル3階 山野かおる

❷巣鴨キムラクリニック TEL.03-3916-7700
豊島区巣鴨3-31-2アルカディア篠6F 木村　佳樹

❸風メンタルクリニック池袋 TEL.03-3981-0611
豊島区池袋2-53-8秋島ビル2階 河村　　哲

❹クリニック西川 TEL.03-5395-0721
豊島区南大塚2-45-9ヤマナカヤビル1F 西川　嘉伸

❺新大塚榎本クリニック TEL.03-6907-8061
豊島区南大塚3-11-9 松田　隆夫

❻横山クリニック TEL.03-5985-6006
豊島区南大塚3-32-10今井保全ビル１F 横山　尚洋

❼大塚・栄一クリニック TEL.03-3987-8110
豊島区南大塚3-45-5サンユースビル１Ｆ 内田　栄一

❽ホヅミひもろぎクリニック TEL.03-3989-4953
豊島区南池袋1-26-4藤和ビル6F� 穂積��　登／増山��浩一／渡部��芳德

❾池袋こころのクリニック TEL.03-5985-7781
豊島区南池袋2-27-2マルグリットビル4F 横山　雄二

❿大宅クリニック TEL.03-3982-8816
豊島区目白1-7-17清幸ビル4F 大宅　恵子

⓫目白MMクリニック TEL.03-6915-3250
豊島区目白3-4-12E&Kビル5階 内田　暁彦

⓬目白ジュンクリニック TEL.03-5988-5568
豊島区目白3-6-4目白ビル2F 青木　淳一

⓭安倍クリニック TEL.03-5966-0686
豊島区要町3-11-3ラルジュ大映201 安倍英一郎

練馬区
⓮江古田みずのクリニック TEL.03-6914-6475
練馬区栄町32-13スワースモアＮ１Ｆ 水野　智之

⓯青葉クリニック� TEL.03-3920-1111
練馬区関町南1-1-24テラスアパートメント青葉101� 藤本　英生

⓰小竹向原こころのクリニック TEL.03-3957-7070
練馬区小竹町2-3-1Grande�Kotake�2F 石垣　和寿

⓱石神井公園クリニック TEL.03-3997-7323
練馬区石神井町3-19-16MSP②ビル2F 越川　裕樹

⓲こころのクリニック石神井� TEL.03-3997-3070
練馬区石神井町4-3-16-101� 横山　晶一

⓳光洋クリニック・光が丘 TEL.03-3999-7735
練馬区田柄5-27-6プリー光が丘2F 市川　光洋

⓴金杉クリニック TEL.03-5905-5511
練馬区東大泉1-37-13和田第2ビル 金杉　和夫

㉑内田クリニック� TEL.03-3948-7222
練馬区豊玉北5-7-15内田ビル1F� 内田　晃雄

㉒練馬駅前メンタルクリニック� TEL.03-3557-2421
練馬区練馬1-2-5光運ビル４階� 当山　陽介

㉓ぶどうの木クリニック� TEL.03-6659-6055
練馬区練馬1-26-10グランチノ１F� 種倉　直道

板橋区
㉔成増メンタルクリニック� TEL.03-5997-0800
板橋区成増3-4-16� 國本　芳樹

㉕メンタルクリニックいたばし� TEL.03-3961-9603
板橋区板橋1-21-5� 高橋　彰久

北区
㉖王子こころのクリニック� TEL.03-5902-7888
北区王子1-5-3ARビル5F� 杉下　和行

㉗染谷メンタルクリニック� TEL.03-5959-8511
北区王子2-12-12松尾ビル１Ｆ� 染谷　康宏

㉘周愛利田クリニック� TEL.03-3911-3050
北区上中里3-6-13� 利田　周太／冨地　信弘

㉙かとうクリニック� TEL.03-3913-1103
北区神谷1-12-9� 加藤　洋子

㉚小峰クリニック� TEL.03-3910-2104
北区西ヶ原3-2-1-113� 徳永純三郎

㉛赤羽メンタルクリニック� TEL.03-3905-2317
北区赤羽西1-15-17ゲノムハウス1階� 綾　ますみ

㉜赤羽田中クリニック� TEL.03-3905-7001
北区赤羽西1-39-6ヴィルト10-201� 田中健三郎

㉝王子クリニック� TEL.03-3903-3311
北区赤羽南2-10-20� 石﨑　朝世

㉞田端メンタルクリニック� TEL.03-6458-2795
北区東田端1-14-1田端クリニックモール3F� 慶野鉄太郎
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足立区
❶まちどりクリニック
足立区綾瀬3-6-2ボナールビル４F 待鳥　浩司

❷幸仁クリニック
足立区千住1-21-7龍ビル6F 岡本　　直／板橋　　仁

❸成仁医院
足立区中川4-29-12 片山　成仁

荒川区
❹車庫前こころのクリニック
荒川区西尾久7-50-6三博ビル１F 井上　雄一

❺あべクリニック
荒川区東日暮里6-60-10日暮里駅前中央ビル５F 阿部　哲夫

墨田区
❻錦糸町クボタクリニック
墨田区錦糸3-5-1 窪田　彰

❼錦糸町メンタルクリニック
墨田区錦糸3-5-8ソアビル３F 齊藤　司

❽五和貴診療所
墨田区堤通1-3-11 荻野  耕平

❾亀有メンタルクリニック
小橋川　保

10ひとみクリニック
人見　　薫

江戸川区
11篠崎駅前にこにこクリニック
江戸川区篠崎町2-7-1イーストハイム篠崎 藤田　雅也

12新小岩南口クリニック
江戸川区松島4-45-7

朝比奈美茅／兒島　真哉／鈴木　拓也／中田　英憲

13村上診療所
江戸川区西小岩3-31-11 村上　敏雄

14真銅クリニック
江戸川区中央2-22-27 真銅　太郎

江東区
15青葉クリニック
江東区亀戸6-41-5東京ソシオグランデ1709号 石山　淳一

16ひびきメンタルクリニック
江東区亀戸6-57-19丸宇本社ビル6階 高橋　紀章

17メンタルオフィス亀戸
江東区亀戸6-58-11亀戸ESビル3F 佐藤　光雅

19浅川クリニック
江東区森下3-20-6 浅川　雅晴

20笠井クリニック
江東区大島1-33-12西大島和田ビル6F 笠井　郁利

こころクリニック門前仲町
江東区富岡1-3-5一光ビル1F 鈴木　智崇

京葉線

常磐線
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青梅市
❶中野クリニック� TEL.0428-24-8771
青梅市河辺町5-21-3河辺クリニックビル3F� 中野　和広
❷瀧川メンタルクリニック� TEL.0428-25-2277
青梅市師岡町4-1-8� 瀧川　牧人

あきる野市
❸ほほえみクリニック TEL.042-559-2887
あきる野市秋川2-18-18 岩尾　芳郎

福生市
❹河内クリニック TEL.042-552-5515
福生市福生992-2NＴビル1Ｆ 河内　泰彦

❺山本メンタルクリニック� TEL.042-551-8911
福生市本町142マサビルB館5F� 山本　　修

羽村市
❻五ノ神クリニック TEL.042-570-1570
羽村市五ノ神4-14-5サンシティ2F 佐藤　俊晴

八王子市
❼ひらかわクリニック TEL.042-642-8793
八王子市旭町10-13八王子駅前ビル4F� 平川　博之

❽たけクリニック TEL.042-656-2536
八王子市横山町11-2金子ビル3階 朝倉　健之

❾みどりクリニック� TEL.042-631-1080
八王子市横山町25-15ヴィラエスポワール401� 鈴木美登里
❿大森クリニック TEL.042-645-2227
八王子市横山町3-13矢島ビル4F 大森　徹郎

⓫顕メンタルクリニック TEL.042-663-7613
八王子市狭間町1682-5 岩木久満子

⓬青木メンタルクリニック� TEL.042-646-8061
八王子市子安町3-6-7サザンエイトビル201� 青木　孝之
⓭陵南診療所� TEL.042-661-7411
八王子市千人町2-20-2クローバービル4F� 平川　義久

⓮北野メンタルクリニック� TEL.042-648-2229
八王子市打越町344-6-3F� 髙橋象二郎

⓯台町クリニック TEL.042-621-6078
八王子市台町3-24-26 安木　桂子

⓰八王子中町メンタルクリニック� TEL.042-655-7321
八王子市中町5-1八王子中町ビル3F� 齋藤信太郎

日野市
⓱朝がおクリニック TEL.042-506-9304
日野市多摩平2-5-1-111 工藤　吉尚

多摩市
⓲桜ヶ丘神経内科クリニック� TEL.042-374-6511
多摩市関戸2-39-12桜ヶ丘NKビル7F� 大谷　輝信

町田市
⓳かざまクリニック TEL.042-722-3416
町田市原町田4-20-18永井ビル201 風間　興基
⓴発達心療クリニック TEL.042-851-8702
町田市原町田6-29-1ドヒハラビル2階� 杉村　共英
㉑つるまるクリニック� TEL.042-728-0166
町田市森野1-35-8ヴィンテーシⅡ4階� 鶴丸��泰男
㉒大蔵メンタルクリニック� TEL.042-734-6468
町田市大蔵町2221-2NSビル� 新川　吉照
㉓町田こころのクリニック� TEL.042-710-2782
町田市中町1-3-1小田桐ビル2F� 中川　種栄

昭島市
㉔たかつきクリニック� TEL.042-543-6781
昭島市田中町562-8昭島昭和第１ビル北館2階A

浅野　藤也／土屋　伸子

立川市
㉕にしの木クリニック� TEL.042-525-7211
立川市錦町3-1-33� 伊藤　朋子
㉖三船クリニック� TEL.042-523-6693
立川市柴崎町3-5-7安田ビル4F� 三船　英男
㉗曙クリニック� TEL.042-525-6285
立川市曙町2-32-3立川三和ビル2F� 中村　誠

東村山市
㉘廻田クリニック� TEL.042-390-4600
東村山市廻田町1-31-54� 小林　永子

清瀬市
㉙中島医院� TEL.042-495-6727
清瀬市元町1-3-45� 中島美知子

国立市
㉚緑風メンタルクリニック� TEL.042-574-7087
国立市北１－９－１－B１F� 鈴木　忠治

国分寺市
㉛多摩国分寺こころのクリニック� TEL.042-325-5286
国分寺市南町3-17-2南口MKビル６� 大西　　建
㉜国分寺すずかけ心療クリニック� TEL.042-312-4406
国分寺市本多2-3-3国分寺商工会館5階� 藤田　英親
㉝にしむらクリニック� TEL.042-324-4733
国分寺市本町2-10-9島田ビル２F� 西村　隆夫
㉞大学通り武蔵野催眠クリニック� TEL.042-349-6223
国分寺市本町2-9-17アスクムデルフィオーレ101� 川嶋　新二

小平市
㉟タムラクリニック� TEL.042-451-5533
小平市花小金井南町1-18-25NR花小金井駅前2F-D� 田村　　宏

西東京市
㊱北山クリニック� TEL.042-439-4657
西東京市ひばりが丘1-4-3ケイアイビル2F� 北山　徳行

㊲中島クリニック� TEL.042-422-0333
西東京市ひばりケ丘北3-3-22エトワールビル2F� 中島誠一郎
㊳田無メンタルクリニック� TEL.042-468-4751
西東京市田無町4-23-4クリーンヒルズKHビル2階� 藤村　尚宏

小金井市
㊴小金井メンタルクリニック� TEL.042-316-7356
小金井市本町1-9-7大嶋ビル4階� 溝川　祐樹

㊵武蔵小金井南口 心療クリニック� TEL.042-385-0221
小金井市本町6-1-15IRIE武蔵野101� 神田　良樹

武蔵野市
㊶吉祥寺いろはメンタルクリニック� TEL.0422-29-8656
武蔵野市吉祥寺南町1-10-10Sビル2階� 日比慎太郎

㊷椎名医院� TEL.0422-44-3478
武蔵野市吉祥寺南町1-18-6� 椎名　健一

㊸吉祥寺こころの診療所� TEL.0422-27-1282
武蔵野市吉祥寺本町1-18-2M-9ビル7階� 那須　一郎

㊹野の花メンタルクリニック� TEL.0422-28-1587
武蔵野市吉祥寺本町1-21-2グローリオ吉祥寺本町203号� 野田　恭平
㊺吉祥寺たかのメンタルクリニック� TEL.0422-27-1077
武蔵野市吉祥寺本町2-13-4井野ビル301� 高野　佳也

㊻吉祥寺クローバークリニック� TEL.0422-28-7377
武蔵野市吉祥寺本町2-25-7吉祥寺プラザ3階� 備瀬　哲弘
㊼むさしのメンタルクリニック� TEL.0422-53-5155
武蔵野市境2-14-8アドニス・モリヤ1F� 原　　仁美

㊽やまでらクリニック� TEL.0422-55-1556
武蔵野市中町1-22-2ナッツビル5F� 山寺　博史

調布市
㊾都丸メンタルクリニック� TEL.042-443-9788
調布市国領町2-5-152F　A-206� 都丸　義郎

㊿河合クリニック� TEL.042-488-5432
調布市小島町2-45-21千早ビル2F� 河合　邦生

�くらしなクリニック� TEL.03-5313-3781
調布市仙川町1-12-45サンエービル2F� 倉品　克之

�博愛医院� TEL.042-440-8518
調布市布田1-26-12ダイアパレス調布501� 今津　　清

�調布はしもとクリニック� TEL.042-486-7833
調布市布田1-44-3高橋ビル603� 橋本　和幸

五日市線 西武新宿線
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