
緊急避妊に係る診療が可能な産婦人科医療機関等一覧（都道府県集計用）

施設名 郵便番号 住所 電話番号 ウェブサイトURL
産科、婦人科又は産婦人科の

標榜の有無
医療機関における緊急避妊にかかる対面診療への
対応可能時間帯

常時の緊急避妊薬の
在庫の有無

学校法人聖路加国際大学
聖路加国際病院

104-8560 中央区明石町９番１号 03-3541-5151 http://hospital.luke.ac.jp/ 有
女性総合診療部　平日　8：30-17：00
救命救急センター　夜間　17：00-8：30
　　　　　　　　　　　　土・日・祝　0：00-23：59

有

北里大学　北里研究所病
院

108-8642 港区白金５丁目９番１号 03-3444-6161 http://www.kitasato-u.ac.jp/hokken-hp/ 有
平日　8：30-11：30
土（第4除く）　8：30-11：30

有

国家公務員共済組合連合
会　虎の門病院

105-8470 港区虎ノ門２－２－２ 03-3588-1111 https://www.toranomon.gr.jp 有 平日　9：00-16：30 有

独立行政法人地域医療機
能推進機構　東京新宿メ
ディカルセンター

162-8543 新宿区津久戸町５－１ 03-3269-8111 http://www.tkn-hosp.gr.jp 有 月・木　9：00-16：00　金　11：00-16：00 有

東京医科大学病院 160-0023 新宿区西新宿６－７－１ 03-3342-6111 http://hospinfo.tokyo-med.ac.jp/ 有 平日　8：00-11：00 有

順天堂大学医学部附属順
天堂医院

113-8431 文京区本郷３－１－３ 03-3813-3111 www.juntendo.jp/hospital
有

産科・婦人科
平日　8：00-15：00　　土　8：00-11：00 有

公益財団法人東京都保健
医療公社　荏原病院

145-0065 大田区東雪谷４－５－１０ 03-5734-8000 http://www.ebara-hp.ota.tokyo.jp/ 有 平日　8：00-12：00　13：00-17：00 有

独立行政法人労働者健康
安全機構　東京労災病院

143-0013 大田区大森南４－１３－２１ 03-3742-7301 https://tokyoh.johas.go.jp/ 有 平日　9：00-17：00 有

医療法人社団九折会　成
城木下病院

157-0066 世田谷区成城６－１３－２０ 03-3482-1702 https://kinohosp.com/ 有 月～土　8：00-11：30　12：00-16：30 有

社会福祉法人康和会　久
我山病院

157-0061 世田谷区北烏山２－１４－２０ 03-3309-1111 http://www.kugayama-hp.org/ 有
24時間対応可能（緊急など出来ない場合もある。
受診希望は事前ＴＥＬ）

有

医療法人財団健貢会　総
合東京病院

165-8906 中野区江古田３－１５－２ 03-3387-5421 http://www.tokyo-hospital.com 有 平日・土　9：00-13：00 有

一般財団法人自警会　東
京警察病院

164-8541 中野区中野四丁目２２番１号 03-5343-5611 http://www.keisatsubyoin.or.jp/ 有 平日　8：30-11：30 有

医療法人財団明理会　明
理会中央総合病院

114-0001 北区東十条３－２－１１ 03-5902-1199 https://ims.gr.jp/meirikaichuo/ 有 平日　8：30-16：30 有

公益社団法人地域医療振
興協会　東京北医療セン
ター

115-0053 北区赤羽台４－１７－５６ 03-5963-3311 https://www.tokyokita-jadecom.jp/ 有 24時間 有

医療法人財団逸生会　大
橋病院

115-0054 北区桐ケ丘１－２２－１ 03-3907-1222 http://o-hp.or.jp/ 有
月・火・木・金　9：00-16：30
土（第2・4）　9：00-11：30

有

社会医療法人社団正志会
荒木記念東京リバーサイド
病院

116-0003 荒川区南千住８－４－４ 03-5850-0311 http://www.trshp./jp/ 有
月・金・土　8：30-11：30
水・木　　　8：30-11：30　13：30-16：00

有

東京女子医科大学東医療
センター

116-8567 荒川区西尾久２－１－１０ 03-3810-1111 https://twmu-mce.jp/ 有 基本24時間　困難な場合もある 有

医療法人財団　明理会　東
京腎泌尿器センター大和病
院

173-0001 板橋区本町３６－３ 03-5943-2411 https://www.ims.gr.jp/yamato/
有

婦人科
平日　8：30-17：00　土　8：30-12：30 有

医療法人財団仁寿会　荘
病院

173-0004 板橋区板橋１－４１－１４ 03-3963-0551 http://www.sho-hospital.jp/usr/pc/ 有
平日　9：00-11：30
土   　9：00-11：30  （第2休診）

有

公益財団法人東京都保健
医療公社　豊島病院

173-0015 板橋区栄町３３－１ 03-5375-1234 http://www.toshima-hp.jp/ 有 平日　9：00-15：30 有

基本情報
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基本情報

医療法人社団明芳会　板
橋中央総合病院

174-0051 板橋区小豆沢２－１２－７ 03-3967-1181 https://www.ims-itabashi.jp/ 有 平日　8：00-11：30 有

板橋区医師会病院 175-0082 板橋区高島平３－１２－６ 03-3975-8151 http://www.itabashi-med.jp/
有

産婦人科
平日・土　8：30-11：00 無

医療法人社団成和会　産
婦人科病院成増産院

175-0094 板橋区成増１－１－１ 03-3975-1111 http://www.narimasu.or.jp 有
月・火・水・金・土　9：00-17：00
木　9：00-12：00

有

順天堂大学医学部附属練
馬病院

177-8521 練馬区高野台３－１－１０ 03-5923-3111 https://www.juntendo.ac.jp/hospital_nerima/ 有 24時間 有

医療法人社団　久保田産
婦人科病院

178-0063 練馬区東大泉３－２９－１０ 03-3922-0262 https://www.kubota-hosp.jp/ 有
平日　9：00-11：30　14：00-16：30
土　 　9：00-11：30

有

医療法人社団苑田会　苑
田第一病院

121-0813 足立区竹の塚４－１－１２ 03-3850-5721 http://www.sonodakai.or.jp/shisetu/so1.html 有 平日　9：00-12：00　土　9：00-12：00 有

医療法人社団向日葵会ま
つしま病院

132-0031 東京都江戸川区松島1-41-29 03-3653-5541 http://www.matsushima-wh.or.jp/ 有 平日9-17時・土曜日9-13時 有

医療法人社団理弘会　岩
倉病院

133-0056 江戸川区南小岩７－２８－４ 03-3659-3215 https://www.iwakura-byoin.com/ 有 平日　9：00-18：45　土　9：00-16：45 有

医療法人社団　米山産婦
人科病院

192-0065 八王子市新町２－１２ 042-642-5225 http://www.yoneyama-hp.jp 有 平日・土・日・祝　9：00-17：00 有

医療法人社団　大聖病院 197-0011 福生市福生８７１ 042-551-1311 有
月・火・水・木　9：00-16：00
金・土　9：00-12：00

有

公立福生病院 197-8511 福生市加美平１－６－１ 042-551-1111 www.fussahp.jp 有 24時間 有

稲城市立病院 206-0801 稲城市大丸１１７１ 042-377-0931 http://www.hospital.inagi.tokyo.jp 有 平日　8：30-17：00 有

医療法人財団　立川中央
病院

190-0023 立川市柴崎町２－１７－１４ 042-522-7171 http://www.tactis.or.jp 有 平日　8：30-11：30　13：00-16：00 無

社会医療法人財団大和会
武蔵村山病院

208-0022 武蔵村山市榎１－１－５ 042-566-3111 http://www.yamatokai.or.jp/musasimurayama/ 有 月～土　8：30-11：00　受付時間 有

医療法人社団新愛会　東
府中病院

183-0005 府中市若松町２－７－２０ 042-364-0151 http://higashifuchu-hp.jp/ 有 月～土　9：00-17：00 有

医療法人社団　飯野病院 182-0024 調布市布田４－３－２ 042-483-8811 http://www.iino-hospital.or.jp 有 月・火・水・金・土　9：00-11：30　13：30-16：00 有

医療法人社団桐光会　調
布病院

182-0034 調布市下石原３－４５－１ 042-484-2626 http://www.tokokai.or.jp/ 有
平日　8：20-12：30　13：30-16：00
土　8：20-12：30

有

医療法人社団時正会
佐々総合病院

188-0011 西東京市田無町４－２４－１５ 042-461-1535 http://www.sasa-hospital.com/ 有
平日　9：00-16：30
土　 　9：00-12：30

有

医療法人社団レニア会　篠
宮正明記念アルテミスウイ
メンズホスピタル

203-0054 東久留米市中央町１－１－２０ 042-472-6111 http://www.artemis.tokyo/ 有
月・火・水・金　9：00-12：00　14：00-17：00
木・土　　9：00-12：00

有

一般財団法人健康医学協
会附属　霞が関ビル診療所

100-6003 千代田区霞が関３－２－５　霞が関ビル３Ｆ 03-3581-6031 http://www.kenkoigaku.or.jp
有

婦人科
平日　9：00-12：00　14：00-16：30 有
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医療法人社団コンシューマ
メディカル　四ッ谷レディス
クリニック

102-0083 千代田区麹町６－４－１４　堤ビル２Ｆ 03-3234-5343 http://:yotsuya-lc.com 有 平日・土　10：00-13：00　15：00-18：30 有

医療法人社団ＩＬＣ会　一番
町レディースクリニック

102-0082 千代田区一番町４－２６　相模屋第５ビル２Ｆ 03-3261-2255 https://www.1-ilc.com/ 有
月　10：00-13：00　16：00-18：30
火・水・金　9：30-13：00　16：00-18：30
木　16：00-18：30　土　10：00-13：00

有

紀尾井町レディースクリニッ
ク

102-0094
千代田区紀尾井町３－２９　紀尾井ロイヤルハイツ２
０４

03-6666-5505 http://www.kioicho-lc.jp/ 有
月・火・水・木　9：30-13：30　16：00-20：0
金  9：30-13：30　16：00-20：00（12月から)
土　10：30-13：30

有

丸の内の森　レディースクリ
ニック

100-6509
東京都千代田区丸の内１－５－１　新丸の内ビル
ディング９F

03-6206-3900 https://www.moricli.jp/ 有 平日　9：00-15：30 有

Ｓ．Ｔ　ｓｔｙｌｅ　クリニック 102-0083 千代田区麹町４－６－８　ダイニチ麹町ビル３Ｆ 03-6261-7405 https://ststyle-clinic.jp 無 月・火・水・金・土　10：00-19：00 有

有楽町ビル婦人科クリニッ
ク

100-0006
千代田区有楽町１－１０－１　有楽町ビル４Ｆー４１４
区

03-3214-2568 有 月・火・木・金　11：00-13：00　14：00-18：00 有

あゆみクリニック 101-0052 千代田区神田小川町１－１０－３　保坂ビル７Ｆ 03-5577-5253 https://www.ayumiclinic.com 有
月・火・木　11：30-14：00　17：00-20：00
土　　11：30-14：00

有

医療法人社団授生会　杉
村レディースクリニック

102-0076 千代田区五番町２　横山ビルＢ１Ｆ 03-3264-8686 https://www.ivf-baby.org 有 平日　8：30-19：00　土　8：30-13：00 有

医療法人財団健貢会　東
京クリニック

100-0004
千代田区大手町２－２－１　新大手町ビル１Ｆ・地下１
Ｆ・地下２Ｆ

03-3516-7151 http://www.tokyo-cl.com
有

婦人科

月・木・金　11：00-12：00　15：00-16：30
火　11：00-12：0014：00-16：30
水　11：30-12：00　15：30-16：30　土　11：30-12：00

有

霞ヶ関土居美佐クリニック 100-0011
千代田区内幸町２－２－１　日本プレスセンタービル
Ｂ１

03-3519-5079 http://doimisa-clinic.com/ 有
月・火・木・金・第4水　10：30-13：00
　　　　　　　　　　　　　　15：00-18：30
第1・2・3　　　　　　　　15：00-18：30

有

前田医院 104-0045 中央区築地１－３－６ 03-3541-0396 有
月・火・水・金　9：30-13：00　15：00-18：00
土　　9：30-13：00

有

医療法人社団進興会　東
京ダイヤビルクリニック

104-0033
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 https://www.daiya-clinic.jp/ 有
月　14：00-17：00
木　9：00-12：30　初診の方12：30

有

医療法人社団春音会　はる
ねクリニック銀座

104-0061
中央区銀座１－５－８　ギンザウィローアベニュービ
ルディング６Ｆ

03-5250-6850 http://www.haruneclinic.com/
有

婦人科
月・火・水・金　9：30-17：00
土　9：30-14：00　　木　12：00-19：00

無
院外処方

医療法人社団　銀座レ
ディースクリニック

104-0061 中央区銀座４－６－１１　銀座センタービル６Ｆ 03-3535-1117 http://www.ginzaladies.com 有
月・火・水・金　9：00-18：00
木・土　　　　 　9：00-12：30

有

勝どきウィメンズクリニック 104-0054 中央区勝どき２－１０－４宮野海運ビル４Ｆ 03-3536-7723 http://www.kachidoki-women.com/ 有
平日　8：45-12：30　14：45-17：30
土　8：45-12：30

有

安江レディースクリニック 103-0024 中央区日本橋小舟町１５－１５　ルネ小舟町ビル４Ｆ 03-3667-0085 http://www.yasuelc.com 有
月・火・木・金　10：00-13：00　15：00-17：30
水　10：00-13：00

有

医療法人三秀会　八重洲
中央クリニック

103-0027 中央区日本橋３－１－２　ＮＴＡ日本橋ビル９Ｆ 03-3270-1121 http://www.centralclinic.or.jp 有
月・火・水　10：00-12：00　14：30-18：00
木・金・土　10：00-12：00　14：30-17：00

有

医療法人社団わかと会　リ
バーシティクリニック東京

104-0051 中央区佃１－１１－８　ピアウエストスクエア２Ｆ 03-6219-5100 https://rivercity-clinic.jp/ 有 火・水・木　　9：30-17：00　 有

医療法人社団新宿レディー
スクリニック会　東京レ
ディースクリニック

104-0031 中央区京橋１－１－５　セントラルビル５Ｆ 03-3342-1971 https://www.tokyo-ladies.jp/
有

産婦人科
平日・土・日・祝　9：30-19：00 有

医療法人鉄蕉会　亀田京
橋クリニック

104-0031
中央区京橋３－１－１　東京スクエアガーデンビル４
階・６階

03-3527-9100 http://www.kameda-kyobashi.com/ja/index.html 有
平日　9：00-13：30　14：00-18：30
土　　10：30-13：30　15：00-17：00

無
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産科、婦人科又は産婦人科の

標榜の有無
医療機関における緊急避妊にかかる対面診療への
対応可能時間帯

常時の緊急避妊薬の
在庫の有無

基本情報

医療法人社団菫青会　茅
場町いとう医院

103-0025 中央区日本橋茅場町１－１３－１５　新居ビル３階 03-6667-0198 www.kayabacho-itoiin.jp 有
平日　10：00-13：30　15：30-18：00
ウェブサイトより予約可

有

医療法人社団　楠原ウィメ
ンズクリニック

104-0061 中央区銀座５－６－２　銀座七宝ビル６Ｆ 03-6274-6433 https://www.kusuhara-womens.jp/ 有
月・火・水・金　9：00-13：00　15：00-18：30
木・土　　9：00-13：00

有

ＫＩＳＨＩ　ＣＬＩＮＩＣＡ　ＦＥＭＩ
ＮＡ

104-0061 中央区銀座８－５－６　並木通り　中島商事ビル５階 03-5537-7171 www.kishiclinicafemina.jp 有
月・火・木・金　18：30-22：00
水・土　14：00-17：30　18：30-22：00
日・祝　9：30-13：00　14：00-17：30　18：30-22：00

有

銀座吉田医院 104-0061
中央区銀座２－４－８　ＧＩＮＺＡ　ＹＵＫＩ　ＢＬＤ．８Ｆ・９
Ｆ

03-3561-5537 http://www.yoshida-iin.com/ 有
月・火・木・金　10：00-13：00　15：00-18：00
第2・4　土　10：00-13：00　　　　完全予約制

有

こやまレディースクリニック 104-0054 中央区勝どき３－３－６　勝どき田窪ビル２Ｆ 03-5859-5975 http://koyama-lc.com/ 有
平日　9：30-12：30　14：30-18：30
土　 　9：00-13：30　14：30-17：00

有

銀座こうのとりレディースク
リニック

104-0061 中央区銀座１－３－９　マルイト銀座ビル７Ｆ 03-5159-2077 https://ginzakounotori.com/ 有
月・火・木・金　10：00-12：00
土　11：00-13：00

有

医療法人舘出張　佐藤会
フィーカ　レディースクリニッ
ク

103-0027
中央区日本橋２－５－１　日本橋高島屋三井ビル
ディング１０Ｆ　１００１号室

03-6910-3977 http://fika-lc.jp/ 有
月　8：30-19：00　水　8：30-17：00
火・木・金　9：30-19：00

有

ＥＡＳＥ女性のクリニック 104-0042
中央区入船１－１－２４　ドルフィンＫＯＴＯ入船ビル５
Ｆ

03-3206-1112 https://ease-clinic.jp 有
月・火・木・金　9：00-18：30
水　9：00-13：30　土　9：00-14：00

有

医療法人社団　銀座ウィメ
ンズクリニック

104-0061 中央区銀座６－１２－１３　大東銀座ビル４Ｆ 03-5537-7600 http://www008.upp.so-net.ne.jp/ivfginza/ 有
月・火・水・金　9：00-13：30　15：00-18：30
土　9：00-13：30

有

慈恵医大晴海トリトンクリ
ニック

104-0053
中央区晴海１－８－８　晴海アイランドトリトンスクエア
オフィスタワーＷ３Ｆ

03-3531-3211 http://www.hosp.jikei.ac.jp/harumi 有
火・金　9：00-11：30
水　9：00-11：30　14：00-17：30

無

医療法人社団央美会　銀
座すずらん通りレディスクリ
ニック

104-0061 中央区銀座６－９－７　近畿建物銀座ビル８Ｆ 03-3569-7711 http://huninsho.com/ 有 月・火・木・金・土　10：00-18：00 有

アイル女性クリニック 104-0052 中央区月島１－８－１　アイマークタワー２０３ 03-3534-0803 http://i-ll-clinic.com
有

産科・婦人科
月・火・木・金　9：30-16：00
土　　　　　　　　9：30-11：00

有

医療法人社団すずらん　せ
いこレディースクリニック銀
座

104-0061 中央区銀座７－２－４　ムサシ７ビル４Ｆ 03-5568-3128 https://www.seikoginza.com/ 有 平日　9：30-20：00　土・日・祝　9：30-15：00 有

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

104-0061 中央区銀座２－６－５　銀座トレシャス７Ｆ 03-3538-0270 http://w-wellness.com/ 有
月：10:00～18:00
火～土：10:00～17:30
日曜祝日は休診

有

東日本橋レディースクリニッ
ク

103-0011
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4階

03－6661－6658 https://higashinihonbashi-lc.com/ 有
月・水・金　10：00-20：00
火・木　　10：00-17：00

有

医療法人社団康寿会　堀
産婦人科

108-0074 港区高輪３－７－８ 03-3449-3541 https://www.hori3541.or.jp 有
平日　9：00-12：30　16：00-18：30
土　 　9：00-13：00

有

医療法人社団健勝会　港
三田クリニック

108-0014 港区芝５－１６－１　千代ビル３階 03-3456-3391 https://www.minatomitaclinic.net 有
月・火・水・金　10：00-12：30　14：00-17：30
土　　10：00-12：30

有

医療法人社団　神田第二ク
リニック

106-0031 港区西麻布３－２０－１４　梅田ビル２Ｆ 03-3402-0654 http://kanda2nd.com
有

産婦人科・内科
平日　9：00-12：30　14：00-16：30
土・日・祝　休診

有

中井診療所 107-0061 港区北青山３－３－７－１０２ 03-3401-2055
有

婦人科
平日　8：00-12：00 有

広尾かなもりクリニック 106-0047 港区南麻布５－１０－２４　第２佐野ビル４Ｆ 03-6408-0652 http://kanamori-clinic.com/ 有
月　14：00-19：30
火・水　9：00-17：00

有

http://www.kayabacho-itoiin.jp/
https://www.kusuhara-womens.jp/
http://www.kishiclinicafemina.jp/
http://www.yoshida-iin.com/
http://koyama-lc.com/
https://ginzakounotori.com/
http://fika-lc.jp/
https://ease-clinic.jp/
http://www008.upp.so-net.ne.jp/ivfginza/
http://www.hosp.jikei.ac.jp/harumi
http://huninsho.com/
http://i-ll-clinic.com/
https://www.seikoginza.com/
http://w-wellness.com/
https://higashinihonbashi-lc.com/
https://www.hori3541.or.jp/
https://www.minatomitaclinic.net/
http://kanda2nd.com/
http://kanamori-clinic.com/
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基本情報

泉ウィメンズクリニック 107-0062 港区南青山５－４－３　南青山泉ビル３Ｆ 03-3400-1213 http://izumi-womenns.jp/
有

婦人科
平日　9：00-17：40
土　 　9：00-12：40

有

ピンクリボン　ブレストケア
クリニック　表参道

107-0061 港区北青山３－６－１９　バイナリー北青山２Ｆ 03-3407-7373 http://pinkribbon-brestcure.com/ 有
月・火・水・金　10：00-19：00
木・土　　　　　　9：30-17：30

有

白金高輪海老根ウィメンズ
クリニック

108-0074 港区高輪１－２－１７　高輪梶ビル５Ｆ 03-5789-2590 http://ebine-womena-clinic.com 有
平日　8：30-19：00
土・日・祝　8：30-17：00

有

医療法人社団清陵会　丸
茂レディースクリニック

106-6004 港区六本木１－６－１　泉ガーデンタワー４Ｆ 03-5575-5778 http://www.marumo-ladies.jp 有
月・火・水・金　10：00-13：00　15：00-18：00
土　10：00-13：00　15：00-17：00

有

美馬レディースクリニック 107-0052 港区赤坂３－１３－１３　中村ビル４Ｆ 03-6277-7397 http://www.mima-ladies.com/ 有
月・火・水・金　10：00-19：00
土　　　　　　10：00-14：00

有

お台場海浜公園　虹橋クリ
ニック

135-0091 港区台場２－２－４　台場クリニックモール２Ｆ 03-3529-2284
有

婦人科
平日　10：00-13：30　15：00-17：00
土　 　10：00-13：00

有

医療法人社団オリーブ会オ
リーブレディースクリニック
麻布十番

106-0045 港区麻布十番１－５－１８　カートブラン麻布十番３Ｆ 03-6804-3208 http://oliveladies.com/azabu/ 有 平日　9：00-18：00　土・日　9：00-16：00 有

社会福祉法人恩賜財団母
子愛育会総合母子保健セ
ンター　愛育クリニック

106-8580 港区南麻布５－６－８ 03-3473-8310 http://www.aiiku.net/clinic/ 有 平日　9：00-12：00 有

浜松町大門レディースクリ
ニック

105-0013 港区浜松町２－２－１５　浜松町ゼネラルビル８Ｆ 03-6403-4105 http://www.hamadai-ladies.com
有

産科・婦人科
平日　11：00-20：00
土　 　11：00-16：00

有

高輪台レディースクリニック 108-0074 港区高輪３－８－１７　ＴＫ高輪ビル３Ｆ 03-3441-1377 http://takanawadai-lc.com/ 有
平日　10：00-13：00　15：00-18：00
土　 　10：00-15：00

有

ジェネラルクリニック 106-0032 港区六本木６－１－８　六本木グリーンビル８Ｆ 03-3401-0333 http://general-clinic.tokyo
有

婦人科
平日　10：30-18：30　土　11：00-19：00（不定休）
日　11：00-19：00

有

赤坂虎の門クリニック 107-0052 港区赤坂１－８－１　赤坂インターシティＡＩＲ地下１Ｆ 03-3583-8080 https://akatora-clinic.com 有 月・火・木・金　8：30-13：00　14：00-16：30 有

東京ＡＭＨクリニック銀座 105-0004
港区新橋１－９－５　新橋Ｍ－ＳＱＵＡＲＥ　Ｂｒｉｇｈｔ　２
Ｆ

03-3573-4124 www.amh.clinic 有
月・火・水・木　9：00-12：00　15：00-19：00
水・土・祝　　9：00-12：00

有

医療法人社団セイント会
セイントメディカルクリニック

107-0062 港区南青山２－４－１２　南青山アサヒビル３Ｆ 03-5772-6881 http://www.saint.or.jp
有

婦人科
月・火・木・金　10：30-14：00　16：00-20：00
水　16：20：00　土　10：30-14：00 完全予約制

有

医療法人社団宗友会
パークサイド広尾レディスク
リニック

106-0047 港区南麻布５－１－１１　Ｑｉｚ広尾３Ｆ 03-5798-3470 http://www.ladies-clinic.or.jp/ 有
月・火・水・金　9：30-18：00
土　　10：00-17：00

有

医療法人社団ケアリージェ
ンシー　六本木ヒルズクリ
ニック

106-6106 港区六本木６－１０－１　六本木ヒルズ森タワー６階 03-3796-0066 http://www.66clinic.com/ 有
月・火・水・木　10：00-12：30　14：30-17：30
金　　10：00-12：30

有

医療法人社団神徳会　芝
公園かみやまクリニック

105-0014 港区芝２－９－１０　ダイユウビル１Ｆ 03-6414-5641 s-kamiyamaclinic@jcom.home.ne.jp 有
月・火・金　10：00-13：00　16：00-18：30
水　10：00-13：00　16：00-17：00
木　16：00-18：00　　土　10：00-13：00

有

麻布十番つのだレディース
クリニック

106-0045 港区麻布十番２－２０－７　稲川ビル４Ｆ 03-5730-1115 kanja.jp/020914.html 有
火・水・木・金　11：00-17：00
土　　11：00-15：00

有

医療法人社団　いわきたえ
こレディースクリニック

105-0004 港区新橋１－１８－１９　キムラヤオオツカビル３Ｆ 03-3593-6321 http://iwaki-lc.jp 有
月・水・木　11：00-13：30　16：00-19：30
火・金・土　11：00-13：30

有

アヴェニューウィメンズクリ
ニック

106-0032 港区六本木７－１４－７　トリニティビル４Ｆ 0120-766-649 https://www.aw-clinic.com 有 平日　11：00-20：00　日　11：00-20：00 有

http://izumi-womenns.jp/
http://pinkribbon-brestcure.com/
http://ebine-womena-clinic.com/
http://www.marumo-ladies.jp/
http://www.mima-ladies.com/
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http://www.aiiku.net/clinic/
http://www.hamadai-ladies.com/
http://takanawadai-lc.com/
http://general-clinic.tokyo/
https://akatora-clinic.com/
http://www.amh.clinic/
http://www.saint.or.jp/
http://www.ladies-clinic.or.jp/
http://www.66clinic.com/
mailto:s-kamiyamaclinic@jcom.home.ne.jp
http://iwaki-lc.jp/
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医療法人社団まなみウィメ
ンズ　麻布十番まなみウィ
メンズクリニック

106-0045
港区麻布十番１－５－１９　ラトリエ・メモワールビル２
Ｆ

03-3405-0928 http://www.azabuwomens-cl.com/ 有
月・火・木　11：00-14：00　15：00-19：00
金　　11：00-14：00　15：00-20：00
土　　10：30-15：30

有

一般社団法人日本家族計
画協会市谷クリニック

162-0843 新宿区市谷田町１－１０　保健会舘新館 03-3235-2694 有
火　13：30-18：30　　第2土　10：00-15：30
（平日　9：00-17：00　応相談）

有

医療法人社団柏葉会　高
村医院

160-0004 新宿区四谷３－１０ 03-3351-3610 https://www.takamura-iin.com/ 有 月・火・水・木・金　9：00-12：00　14：00-18：00 有

竹下医院 169-0075 新宿区高田馬場２－１４－２２ 03-3200-1281 無 有
月・木・金　9：00-12：00　16：00-18：00
火・土　 　　9：00-12：00

有

かわかた医院 169-0072 新宿区大久保２－１８－１６ 03-3200-0028
有

産婦人科
平日　10：00-12：30　14：00-18：00
土　　 10：00-12：30

有

福島医院 169-0075 新宿区高田馬場２－１３－１５ 03-3209-1301 有 月・火・水・木・金　9：30-12：00 有

林医院 169-0072 新宿区大久保１－１６－１３　三和ビル３Ｆ 03-3204-1203 有 月・火・木・金　9：30-13：00　14：30-17：30 有

医療法人社団ウィミンズ・
ウェルネス　女性ライフクリ
ニック新宿

160-0022 東京都新宿区新宿3-14-1　新宿伊勢丹地下2F 03-6273-1220 http://w-wellness.com/ 有
火～日：11:00～19:00
月曜は休診（月曜が祝日の場合は翌日）
ご来院前にホームページやお電話でご確認ください

有

医療法人社団白千代会
貴子レディースクリニック

169-0073 新宿区百人町１－２４－２　カメリアコート新宿２Ｆ 03-5386-1155 http://www.takako-ladies.com
有

婦人科
平日　10：00-13：00　15：00-18：00
土 　　10：00-13：00　15：00-17：30

有

神楽坂レディースクリニック 162-0825 新宿区神楽坂５－３２　近江屋ビル４Ｆ 03-5579-2198 http://kagurazaka-lady-clinic.com
有

婦人科
月・水・金　9：30-13：00　15：00-18：00
土　9：30-14：00

有

なでしこ女性診療所 169-0075 新宿区高田馬場１－１　メトロシティ西早稲田２Ｆ 03-6233-8228 https://nadeshiko-women.com/ 有
月・火・木・金　9：30-12：45　14：30-18：15
水　9：30-12：45　土　9：30-11：45　13：00-15：45

有

まきレディスクリニック 169-0075 新宿区高田馬場１－２８－１８　和光ビル２Ｆ 03-6457-6123 https://maki-lc.jp/ 有
月・水・金　10：00-19：00
木　10：00-13：30　土　10：00-17：00

有

医療法人社団しらゆき
ジャスミンレディースクリ
ニック新宿

160-0022 新宿区新宿３－３０－１１　新宿高野第二ビル４Ｆ 03-5315-4920 https://jlc.tokyo/ 有 月・火・木・金・日　11：00-14：00　16：00-20：00 有

新宿駅前さくらレディースク
リニック

160-0023 新宿区西新宿１－３－１７　新宿第１アオイビル９Ｆ 03-5989-0022 https://www.shinjyuku-sakura.jp/ 有
平日　11：00-15：00　17：00-22：00
土・日・祝　11：00-18：00

有

ケイ・レディースクリニック
新宿

163-0605 新宿区西新宿１－２５－１　新宿センタービル５Ｆ 03-3343-9555 www.klcs.jp 有
月・木・金・土　11：00-12：30　14：30-18：30
日　　11：00-12：30　14：30-17：30

有

医療法人社団ＳＫ医新会
曙橋レディースクリニック

162-0065 新宿区住吉町１－１２　新宿曙橋ビル２Ｆ 03-5919-8828 http://www.aklady.com/ 有
平日　10：00-12：30　15：30-18：30
土　 　10：00-12：30

有

医療法人社団新宿レディー
スクリニック会　新宿レ
ディースクリニック

163-1332 新宿区西新宿６－５－１　新宿アイランドタワー３２階 03-3340-1971 https://www.1971fujinka.jp/
有

産婦人科
平日・土・日・祝　9：30-19：00 有

近藤医院 113-0021 文京区本駒込５－６０－６ 03-3821-1804 http://www.catnet.ne.jp/h-kondo/ 有
月・水・木・金・土　9：00-13：00　15：00-18：30
火　9：00-13：00

有

一宮クリニック 113-0033 文京区本郷２－２７－８　太陽館ビル１Ｆ 03-3818-5371 www.ichimiyaclinic.com
有

産婦人科
月・火・金　9：30-18：30　水・木・土　9：30-13：00 有

医療法人社団光樹会　白
山レディースクリニック

112-0001 文京区白山５－３６－９　白山麻の実ビル９Ｆ 03-5689-3070 http://hakusanladies.com/ 有
平日　9：30-13：00　14：30-18：15
土　　9：30-13：00

有

http://www.azabuwomens-cl.com/
https://www.takamura-iin.com/
http://w-wellness.com/
http://www.takako-ladies.com/
http://kagurazaka-lady-clinic.com/
https://nadeshiko-women.com/
https://maki-lc.jp/
https://jlc.tokyo/
https://www.shinjyuku-sakura.jp/
http://www.klcs.jp/
http://www.aklady.com/
https://www.1971fujinka.jp/
http://www.catnet.ne.jp/h-kondo/
http://www.ichimiyaclinic.com/
http://hakusanladies.com/


緊急避妊に係る診療が可能な産婦人科医療機関等一覧（都道府県集計用）

施設名 郵便番号 住所 電話番号 ウェブサイトURL
産科、婦人科又は産婦人科の

標榜の有無
医療機関における緊急避妊にかかる対面診療への
対応可能時間帯

常時の緊急避妊薬の
在庫の有無

基本情報

サン・ヒルレディースクリ
ニック

113-0022 文京区千駄木５－３－１０－２Ｆ 03-3823-8828 http://.www.sunhill-lc.net
有

産婦人科
平日　10：00-12：30　14：45-17：45
土　　 10：00-12：30

有

後楽園ウィメンズクリニック 113-0033 文京区本郷１－３３－８　ハウス本郷ビル４Ｆ 03-5689-5500 https://korakuen-womens.jp/ 有
月・火・木・金　9：30-12：00　14：00-18：00
土　9：30-13：00

有

かみやレディースクリニック 113-0021 文京区本駒込２－１０－７　濱田ビル１Ｆ 03-5977-8811 https://kamiya-lc.com/ 有
月火水金　9時30分から12時30分、15時から19時
土　9時30分から12時30分、14時から17時

有

医療法人社団誠仁メディカ
ル　誠ウイメンズクリニック

112-0014 文京区関口１－１８－６　ユニーブル江戸川橋２Ｆ 03-3513-0355 http://www.sei-clinic.jp 有
平日　10：00-13：00　13：00-18：30
土　 　10：00-13：30

有

飯山医院 110-0013 台東区入谷１－７－７ 03-3872-7873 有
月・水・木・金　9：30-12：00　　15：30-17：30
火　9：30-12：00　土　　　　9：30-11：30

有

根津・谷中レディースクリ
ニック

110-0001 台東区谷中１－１－１６ 03-3823-2346 http://nezuyanaka.jp/ 有 火水金土　19時から21時 有

医療法人社団ルーチェ会
佐々木医院

111-0032 台東区浅草５－３３－１２ 03-3872-6776 http://www.sasakiiin-luce.jp 有 診療時間内 有

あさくさ産婦人科クリニック 111-0035 台東区西浅草３－２－５ 03-3844-9236 http://www.asakusa-sanfujinka.jp 有
平日9:30‐13:00、15:00-18:30
土曜日9:30-13:00

有

医療法人社団新宿レディー
スクリニック会　上野レ
ディースクリニック

110-0005
台東区上野２－７－１３　ＪＴＢ損保ジャパン日本興亜
上野共同ビル２Ｆ

03-5812-1971 https://www.ueno-ladies.jp/
有

産婦人科
平日・土・日・祝　9：30-19：00 有

医療法人社団悠俊会　上
野皮フ科・婦人科クリニック

110-0015 台東区東上野１－７－１２　徳永ビル２Ｆ 03-5842-1200 http://www.uenoderma.jp 有
月・火・水・金　9：30-19：00
木　　9：30-12：30　土　　9：30-13：00

有

相生産婦人科医院 130-0021 墨田区緑１－７－７ 03-3631-0465
有

産科・婦人科
木　14：00-19：00
土　9：00-14：00

有

医療法人社団　あいウイメ
ンズクリニック

130-0013 墨田区錦糸１－５－１４　サンヨー堂錦糸ビル３Ｆ 03-3829-2522 https://www.ai-w.com/ 有 月・火・水・金　10：00-12：30　15：00-18：00 有

大倉医院 131-0031 墨田区墨田１－１０－４ 03-3611-4077 https://www.doctors-search.com/c-sumida/okuraiin/ 有
平日　9：00-13:00　16：00-19：00
土　 　9：00-13:00

有

あんずレディースクリニック 130-0001 墨田区吾妻橋２－３－９　ノエルビル２Ｆ 03-6456-1682 http://www.anzu-ladies.com/ 有
月・火・木・金　10：00-12：30　15：00-18：30
土　9：00-12：30

有

柳瀬クリニック 136-0076 江東区南砂７－１－２５　南砂公園ガーデニア２０６号 03-3644-1971
有

産婦人科

月・火・木・金　9：00-11：30　15：00-18：00
土　9：00-13：30 有

北砂クリニック 136-0073 江東区北砂２－１４－２０ 03-3640-5341 有
平日　9：00-18：30
土　 　9：00-12：30

有

百合レディスクリニック 136-0071 江東区亀戸４－１８－４　亀戸メディカルビル５Ｆ 03-5627-3811 http://www2.odn.ne.jp/yuricl 有
月・火・木・金　9：30-12：30　15：00-18：00
第2・4・5土　 　9：30-12：30

有

医療法人社団理仁会
ツインタワーすみとしクリ
ニック

135-0002
江東区住吉１－１９－１　ツインタワーすみとし住吉館
２０４

03-3635-0010 http://36350010.com/ 有
月・火・木・金　9：30-12：30　15：00-18：30
水　9：00-12：30　土　10：00-13：00

有

こさかレディースクリニック 135-0004 江東区森下１－１２－１２ 03-5638-6730 https://www.kosaka2014.jp/
有

産婦人科
平日　8：30-12：00　14：30-17：30
土　 　8：30-12：00　　木　休診

有

医療法人社団東壽会　東
峯婦人クリニック

135-0042 江東区木場５－３－１０　東寿会ビル本館 03-3630-0303 有
平日　9：00-11：30　13：30-17：00
土　 　9：00-12：00　13：30-15：30

有

http://.www.sunhill-lc.net/
https://korakuen-womens.jp/
https://kamiya-lc.com/
http://www.sei-clinic.jp/
http://nezuyanaka.jp/
http://www.sasakiiin-luce.jp/
http://www.asakusa-sanfujinka.jp/
https://www.ueno-ladies.jp/
http://www.uenoderma.jp/
https://www.ai-w.com/
https://www.doctors-search.com/c-sumida/okuraiin/
http://www.anzu-ladies.com/
http://www2.odn.ne.jp/yuricl
http://36350010.com/
https://www.kosaka2014.jp/
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施設名 郵便番号 住所 電話番号 ウェブサイトURL
産科、婦人科又は産婦人科の

標榜の有無
医療機関における緊急避妊にかかる対面診療への
対応可能時間帯

常時の緊急避妊薬の
在庫の有無

基本情報

東陽すずらんレディースク
リニック

135-0016 江東区東陽４－８－２１　ＴＳＫ第２ビル３Ｆ 03-5926-5688
有

産婦人科
月・火・木・金・土　10：00-12：30
月・火・木・金　　　15：30-19：00　予約制

有

江クリニック 141-0032 品川区大崎５－７－１４　五反田ロイヤルハイツ１０１ 03-3491-3073 有
月・火　9：00-13：30  水・金　15：00-18：30
土　9：00-13：30

有

不動前レディースクリニック 141-0031 品川区西五反田５－１１－１３ 03-3779-8711 https://fudomae.webnode.jp/ 有
月・火・水・木・金・土　10：00-13：00
月・火・木・金　　　 　　15：00-19：00

有

らんレディースクリニック 141-0001 品川区北品川６－５－２７　セントラル品川御殿山６Ｆ 03-5792-5617 https://www.ran-ladies.com/ 有
月・火・木・金　9：30-12：30　14：00-17：30
土　　9：30-14：00

有

さがらレディスクリニック 141-0021 品川区上大崎３－１４－３５　山手ビル１Ｆ 03-5793-1400 https://sagara-clinic.com/ 有
月・金　9：00-12：00　14：00-17：30
水　14：00-17：30　木　9：00-12：30

有

角レディースクリニック 140-0011 品川区東大井５－２－３おおい元気館３０２ 03-5715-3883
有

産婦人科
平日　9：30-12：30　15：00-18：00
土　　9：30-12：30

有

医療法人社団雙葉会　は
なおかレディースクリニック

140-0003 品川区南大井６－１７－１５　第二タジマビル３Ｆ 03-5767-5285 https://www.hanaoka-ladiescclinic.com/ 有
月・水・木・金　9：30-13：00　月　16：00-19：00
水・木・金　15：00-19：00　土　9：30-16：00
予約制

有

医療法人社団ＪＳＫ　田中
レディスライフクリニック

153-0063 目黒区目黒３－１０－２ 03-3793-1997 https://tanaka-ladies.com/ 有
平日　9：30-12：00　15：00-18：30
土 　　9：30-13：30

有

中目黒レディースクリニック 153-0051 目黒区上目黒１－１６－８　クリスタルビル２Ｆ 03-3760-4664 https://www.nakameguro-lc.com/ 有
月・火・木・金　9：30-18：00
土　　　 　　9：30-12：30

有

森田レディスクリニック 153-0061 目黒区中目黒１－１－１８　イーストヒル２Ｆ 03-3760-0256 morita-ic.com 有
月・火・水・金　9：30-17：30
木・土　　　 　　9：30-12：30

有

医療法人社団晴晃会　育
良クリニック

153-0051
目黒区上目黒１－２６－１　中目黒アトラスタワー４
階・５階

03-3792-4103 https://www.ikuryo.or.jp/ 有
平日　9：00-18：00　　土　9：00-16：00
日　 　9：00-11：00

有

磯村クリニック 152-0023 目黒区八雲１－１０－１７ 03-3723-8841 www.is-clinic.com 有
月・金　9：00-12：00　15：00-18：00
火・木　15：00-18：00　土　9：00-12：30

有

医療法人社団七花会　平
田クリニック

152-0032 目黒区平町１－２６－２０ 03-3717-7256 http://www.hi-gym.jp 有
月・水・木・金　9：00-13：00　15：00-19：00
火　　9：00-13：00
土　　9：00-13：00　　15：00-17：00

有

イノウユキコ婦人クリニック 152-0001 目黒区中央町１－８－１５　アパートメントイラカ１階 03-3760-0810 https://www.inou-cl.com/ 有
月・火・水・金　10：00-11：30　15：00-18：30
土　　10：00-11：30

有

医療法人社団　徳真会　と
くおかレディースクリニック

152-0031
目黒区中根１－３－１　三井住友銀行都立大学駅前
ビル６Ｆ

03-5701-1722 http://www.tokuoka-ladies.com 有
月・火・水・金　10：00-13：00　15：00-19：00
土　　9：00-12：00

有

桜ウィメンズクリニック 152-0004 目黒区鷹番２－１５－１８　パル学芸大１Ｆ 03-5720-5121 https://sakura-w.jp/ 有
火・水・木・金　9：00-16：30
土　9：00-14：00　（第1婦人科休診）

有

祐天寺ウィメンズヘルスクリ
ニック

153-0052 目黒区祐天寺２－７－２３　ラポルト祐天寺２０２ 03-5708-5081 https://satoh-womenshealth.com/ 有
月・火　8：00-12：30　15：00-18：00
木　9：00-12：30　15：00-19：30
金　9：00-12：30　15：00-19：00

有

自由が丘ちあきレディース
クリニック

152-0034
目黒区緑が丘２－２４－１５　コリーヌ自由が丘ＥＳＴ１
階Ｂ

03-3723-1117 https://chiaki-lc.jp 有
平日　9：30-12：30　15：00-18：30
土　9：30-13：00

有

医療法人社団香潤会　か
おりレディースクリニック

152-0004 目黒区鷹番３－１１－８　コート鷹番２Ｆ 03-5704-2856 https://www.kaori-lc.jp/ 有
平日　10：00-13：00　15：00-17：30
土　10：00-13：00　15：00-17：30　第2土　10：00-12：
30

有

産婦人科野口医院 143-0016 大田区大森北４－２５－５ 03-3761-1331 www.myclinic.ne.jp〉noguchi 有
月・火・木・金　9：00-12：00　16：00-19：00
土　　　　　9：00-12：00

有

https://fudomae.webnode.jp/
https://www.ran-ladies.com/
https://sagara-clinic.com/
https://www.hanaoka-ladiescclinic.com/
https://tanaka-ladies.com/
https://www.nakameguro-lc.com/
https://www.ikuryo.or.jp/
http://www.is-clinic.com/
http://www.hi-gym.jp/
https://www.inou-cl.com/
http://www.tokuoka-ladies.com/
https://sakura-w.jp/
https://satoh-womenshealth.com/
https://chiaki-lc.jp/
https://www.kaori-lc.jp/
http://www.myclinic.ne.jp〉noguchi/
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医療法人社団松英会　馬
込中央診療所

143-0027 大田区中馬込１－５－８ 03-3775-5631 http://www.shoeikai.com/shinryo/sanfujinka/ 有
月・水・木　9：00-17：30　金　14：00-17：30
第1・3・5土　9：00-12：30

有

久が原産婦人科 145-0074 大田区東嶺町２９－１１ 03-3755-0303 有
平日　9：00-18：00
土　 　9：00-12：00

有

永石医院 145-0066 大田区南雪谷２－１０－２ 03-3728-0345 http://www.nagaishi-iin.com 有
月曜日9：00-12:00
水曜日9:00-12:00  15:00-19:00
金曜日13:00-16:00

有

塩口産婦人科医院 146-0091 大田区鵜の木２－１６－１０ 03-3758-3660 www.shioguchi-obgyn.com 有
月・火・水・木・金・土　9：00-11：30
月・火・木・金　15：00-18：00

有

梅屋敷産婦人科 144-0052 大田区蒲田２－５－１０ 03-3732-3456 有 金　14：00-18：00　土　9：00-13：00 有

医療法人社団月陽会　萩
中診療所

144-0047 大田区萩中２－９－１５ 03-3742-2477 https://haginaka-clinic.com
有

産婦人科

月　9：00-11：30　　木　9：30-12：00
火・木・土　9：00-12：00
金　9：00-12：00　13：00-17：00

有

医療法人社団暁明会　井
上メディカルクリニック

146-0092 大田区下丸子４－２１－１３　　プレイスモール２Ｆ 03-3756-6278 http://www.kyomeikai-imc.com 有
月・火・水・金　10：00-13：0015：00-18：30
土　10：00-15：00

有

としこレディースクリニック 144-0052 大田区蒲田５－４０－７　大塚ビル２Ｆ 03-5711-7373 www.toshiko-lc.com 有
月・火・木・金・土　10：00-18：00
水・日・祝　　　　　　休診

有

医療法人社団善方会　田
園調布オリーブレディース
クリニック

145-0071 大田区田園調布２－４０－１９　フォースＤＣ２Ｆ 03-3721-8008 https://olive-lc.com/ 有
月　10：00-13：00　15：00-18：00　火　10：00-13：00
水・木・金　10：00-13：00　15：00-19：00
土　10：00-13：00

有

医療法人社団一生会　平
和島レディースクリニック

143-0016
大田区大森北６－２６－２８　ＧＯＧＯクリニックビル５
Ｆ

03-5763-0888 http://www.heiwajima-ladies.com/ 有
月・火・木　10：00-20：00
水・金　 　　10：00-17：00

有

医療法人社団ＢＯＨ　伊藤
メディカルクリニック

144-0052 大田区蒲田５－２７－１０　蒲田ＴＫビル３Ｆ 03-3731-2122 https://www.ito-medical.com
有

産婦人科
平日　9：30-17：00　土　9：00-15：00 有

とちぎクリニック 143-0023 大田区山王２－１９－８ 03-3777-7712 http://www.tochigiclinic-com
有

産婦人科
月・火・木・金　9：30-18：00　土　　9：30-12：30 有

医療法人社団　高愛会　大
鳥居医院

144-0034 大田区西糀谷３－８－１６ 03-3741-0118 https://ootorii-iin.or.jp 有
月・火・水・金　9：00-12：00　15：00-17：00
木・土　　9：00-12：00

有

医療法人社団鶴松会　成
城松村クリニック

157-0073 世田谷区砧８－２３－３ 03-5727-0878 https://www.seijo-keikoclub.com/ 有
月・火・木　9：30-12：30　14：30-18：00
金　9：30-12：30　土9：30-12：30　13：30-17：00

有

医療法人社団　ローズレ
ディースクリニック・２ｎｄ

158-0082 世田谷区等々力２－１８－１１ 03-3703-5511 http://www.roseladiesclinic.jp 有 月～土　9：30-17：00 有

三宅宮コパレディースクリ
ニック

158-0093 世田谷区上野毛３－２３－２２ 03-3702-5800 有
月火金　11時から14時、15時から19時
水　14時から19時
土　11時から14時

有

三軒茶屋ペルソナレディー
スクリニック

154-0004
世田谷区太子堂４－２６－１２　くらしの友三軒茶屋ビ
ル５Ｆ

03-5779-4888 https://persona-ladies.com/ 有
月・水・木・土　10：00-13：00　15：00-19：00
火　16：00-20：00　日　9：00-13：00

有

医療法人社団十進会　波
平レディスクリニック

156-0052 世田谷区経堂２－１７－１ 03-5477-0236 有 月・火・水・木・金・ど　9：00-12：00　14：30-19：00 有

藤田医院 158-0085 世田谷区玉川田園調布１－８－１ 03-3721-0611 https://www.sanfujinka-navi.ne.jp/hospital.php?hid=46 有
火・木・金　9：00-12：00　14：00-16：00
　16：00-18：00（予約）　土　　9：00-12：00

有

医療法人社団ウィング　に
しなレディースクリニック

158-0097 世田谷区用賀４－５－２０　アドバンス高荒２Ｆ 03-5797-3247 www.nishina-clinic.com 有
平日　10：00-19：00
土　 　10：00-13：00

有

http://www.shoeikai.com/shinryo/sanfujinka/
http://www.nagaishi-iin.com/
http://www.shioguchi-obgyn.com/
https://haginaka-clinic.com/
http://www.kyomeikai-imc.com/
http://www.toshiko-lc.com/
https://olive-lc.com/
http://www.heiwajima-ladies.com/
https://www.ito-medical.com/
http://www.tochigiclinic-com/
https://ootorii-iin.or.jp/
https://www.seijo-keikoclub.com/
http://www.roseladiesclinic.jp/
https://persona-ladies.com/
https://www.sanfujinka-navi.ne.jp/hospital.php?hid=46
http://www.nishina-clinic.com/


緊急避妊に係る診療が可能な産婦人科医療機関等一覧（都道府県集計用）

施設名 郵便番号 住所 電話番号 ウェブサイトURL
産科、婦人科又は産婦人科の

標榜の有無
医療機関における緊急避妊にかかる対面診療への
対応可能時間帯

常時の緊急避妊薬の
在庫の有無

基本情報

用賀レディースクリニック 158-0098 世田谷区上用賀３－８－１１ 03-5491-5137 http://www.llyoga-lady.com 有 平日　9：30-19：00 有

ナガイクリニック 158-0083 世田谷区奥沢５－１９－１４ 03-5731-9557 www.drnagais-clinic.com
有

婦人科
平日・土・日・祝　10：00-18：00
予約制

有

医療法人社団ひつじ会三
軒茶屋メリーレディースクリ
ニック

154-0004 世田谷区太子堂２－１５－１　野村三軒茶屋ビル２Ｆ 03-5433-1162 http://merry-ladies-clinic.com/ 有
平日　9：30-19：00
土　 　9：00-12：30

有

医療法人社団藤慶会　藤
沢クリニック

157-0067 世田谷区喜多見８－１８－１０　小泉ビル１Ｆ 03-5727-1212 https://fujisawa-clinic.com/
有

産婦人科
平日　9：00-17：30
土　 　9：00-12：00

有

成城マタニティクリニック 157-0066 世田谷区成城１－１－２ 03-5727-5335 https://www.seijo-mc.com/ 有
月・火・水・金　9：00-17：00
土　　9：00-12：30

有

菊池産婦人科 156-0051 世田谷区宮坂３－２９－１ 03-3420-0727 https://kikuchisanfujinka.com/sp/index.html 有
月・火・水・金　9：00-12：00　15：00-18：00
土　　9：00-12：00　13：00-14：00

有

こまざわレディースクリニッ
ク

154-0012 世田谷区駒沢１－１９－８　アーバネスト駒沢２Ｆ 03-6805-2881 www.kpmazawa-ic.com 有 月・火・水・木　9：00-12：00　15：00-19：00 有

めぐみウィメンズクリニック 156-0051 世田谷区宮坂３－１３－６　すずらん会館２０２ 03-5426-1177 http://www.megumi-w-clinic.com 有 平日9:00-11:30,15:00-17:30,土曜 9:00-11:30 有

池ノ上産婦人科 155-0031 世田谷区北沢１－４１－６ 03-3467-4608 https://www.sanfujin.com/ 有
平日　9：00-16：00
土 　　13：30-16：00

有

依田レディスクリニック 155-0031 世田谷区北沢２－２６－３　小川ビル２階 03-3469-0828 http://www.yoda-clinic.com/ 有
月・火・木・金　10：00-12：30　14：00-17：00
土　10:00-12：30　14:00-16:30（午後のみ予約制）

有

医療法人社団　青木産婦
人科医院

156-0044 世田谷区赤堤５－３０－１５ 03-3327-0702 http://aoki-sanfujinka.jp 有
月・火・水・金　9：00-11：45　15：00-17：45
木・土　9：00-11：45

有

ユリクリニック 156-0054 世田谷区桜丘２－２５－３ 03-3706-8224 有 平日　10：00-18：00　土　10：00-12：00 有

医療法人社団　冬城産婦
人科医院

158-0081 世田谷区深沢６－２０－８ 03-3701-5681 https://www.fuyukilc.or.jp 有
月・火・水・金　9：00-12：00　14：00-18：00
木・土　9：00-12：00

有

せきぐちクリニック 156-0055 世田谷区船橋１－１６－１ 03-3429-4181 www.sekiguchi-clinic.net 有 月・火・木・金　8：30-17：30 有

広尾レディース 150-0013 渋谷区恵比寿１－１２－１　ＣＲＤ　Ｅｂｉｓｕ－１ｓｔ　５Ｆ 03-5447-2900 http://www.hiroo-ladies.com 有
平日　10：00-13：00　14：30-19：00
土 　　10：00-14：00

有

医療法人社団雄秀会　渋
谷文化村通りレディスクリ
ニック

150-0043 渋谷区道玄坂２－２３－１２　フォンティスビル５階 03-5428-6118 https://www.shibuya-bunkamuradori-ladies.jp/ 有
月・水・木　10：00-13：00　15：0-19：00
土・日　　　10：00-15：00

有

よよぎ女性診療所 151-0063
渋谷区富ケ谷１－８－３　安達ビジネス・パーク・ビル
４Ｆ

03-6804-8839 https://yoyogi-josei-45.com 有
月・火・水・金　9：30-12：30　15：00-19：00
土　9：30-14：00

有

医療法人社団霞山会　ＭＹ
メディカルクリニック

150-0042
渋谷区宇田川町２０－１７　ＮＭＦ渋谷公園通りビル５
Ｆ

03-6452-5100 https://www.mymc.jp
有

婦人科
平日　9：00-12：00　13：00-16：30　18：00-20：15
土　9：00-12：00　13：00-16：30

有

医療法人社団新宿レディー
スクリニック会　渋谷レ
ディースクリニック

150-0002 渋谷区渋谷１－７－７　住友不動産青山通ビル２Ｆ 03-3346-1971 https://www.shibuya-ladies.jp/
有

産婦人科
平日・土・日・祝　9：30-19：00 有

医療法人社団しらゆき
ジャスミンレディースクリ
ニック渋谷

150-0002 渋谷区渋谷１－１４－９　藤和宮益坂ビル１０Ｆ 03-5778-3803 https://jlc.tokyo 有 平日・土　11：00-14：00　16：00-20：00 有

http://www.llyoga-lady.com/
http://www.drnagais-clinic.com/
http://merry-ladies-clinic.com/
https://fujisawa-clinic.com/
https://www.seijo-mc.com/
https://kikuchisanfujinka.com/sp/index.html
http://www.kpmazawa-ic.com/
http://www.megumi-w-clinic.com/
https://www.sanfujin.com/
http://www.yoda-clinic.com/
http://aoki-sanfujinka.jp/
https://www.fuyukilc.or.jp/
http://www.sekiguchi-clinic.net/
http://www.hiroo-ladies.com/
https://www.shibuya-bunkamuradori-ladies.jp/
https://yoyogi-josei-45.com/
https://www.mymc.jp/
https://www.shibuya-ladies.jp/
https://jlc.tokyo/
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基本情報

千絵レディースクリニック
代々木上原

151-0066 渋谷区西原３－１３－１６　パリス代々木上原２Ｆ 03-5466-2277 www.chielc.com
有

産婦人科・産科・婦人科
月・水　8：00-13：00　火・木　11：00-18：00
金　　 　8：00-11：00　隔週土　8：00-11：00

有

斉藤医院 150-0013 渋谷区恵比寿３－４５－１３ 03-3441-9628 有
月・火・水・金　10：00-13：00　15：00-18：00
木・土　15：00-18：00

有

医療法人社団　敬亮会　木
村レディスクリニック

150-0021 渋谷区恵比寿西１－１９－６ 03-3463-8832 https://www.kimura-ladies.com 有
平日 8:50-10:30 13:50-17:30
土　　8：50-10：30

有

医療法人社団　新宿ウイメ
ンズクリニック

151-0053 渋谷区代々木２－１１－２０　島津ビル３Ｆ 03-3370-5719 http://www.sinjuku-womens-clinic.com/ 有
月・水・木　10：00-13：00　14：00：18：00
火・金　10：00-13：00　14：00-19：00　土10：00-13：00

有

医療法人社団健豊会　西
島クリニック

150-0002 渋谷区渋谷３－９－９東京建物渋谷ビル２階 03-3400-3637 https://nishijima-lc.com/ 有
月・火・木・金　9：00-11：30　14：00-17：00
土　　9：00-11：30

有

こんどうクリニック 150-0002 渋谷区渋谷３－１８－５　佐藤エステートビル新館５Ｆ 03-3400-4111 www.kondou.clinic.com
有

婦人科
月・火・水・金　10：00-12：40　16：00-19：40
木　　16：00-19：40

有

篠原クリニック 151-0073 渋谷区笹塚３－５８－１８ 03-3377-6633 http://scl.la.coocan.jp/ 有
月・火・金　9：30-12：30　16：00-18：30
水　9：30-12：30　16：00-17：30　土　9：30-12：30

有

東クリニック 151-0073 渋谷区笹塚１－３０－３　ビラージュ笹塚３　４Ｆ 03-3481-0380 有
月・火・木・金　9：30-11：00　14：30-18：00
土　　9：30-11：00

有

医療法人社団ひさわ会　久
野マインズタワークリニック

151-0053 渋谷区代々木２－１－１　新宿マインズタワー２階 03-3370-5906 https://www.hisano-clinic.com/ 有 平日・土　　11：30-17：00 有

医療法人社団鳳凰会　フェ
ニックスメディカルクリニック

151-0051 渋谷区千駄ケ谷３－４１－６ 03-3478-3535 http://www.phoenix.gr.jp 有 平日　9：00-18：00　　土　9：00-13：00 有

代官山レディースクリニック 150-0033 渋谷区猿楽町２３－７ 03-5458-0393 有
月・火・水・金・土　10：00-12：30
　　　　　　　　　 　　14：30-17：30

有

ともこレディースクリニック
表参道

150-0001 渋谷区神宮前４－１１－６　表参道千代田ビルＢ２Ｆ 03-5771-3781 https://tomokoclinic.com 有
月・水・木　9：30-17：00　金　14：0-17：00
土　9：30-13：00　（不定休）

有

渋谷橋レディースクリニック 150-0011 渋谷区東３－１５－１２　第２アワヤビル２Ｆ 03-3409-0609 http://shibuyabashi-ladys.com/ 有
火・水・木　10：00-13：00　14：30-17：00
　　　　　　　18：00-21：00
金・土　　　10：00-13：00　14：30-17：00

有

酒井医院 164-0003 中野区東中野３－６－１３ 03-3371-6730 有
平日　8：00-12：00　15：00-19：00
土　 　8：00-12：00　15：00-18：00

有

白石医院 164-0014 中野区南台２－１８－１０ 03-3384-5255 有
月・火・木・金　9：00-12：00　15：00-18：00
水・土　　　　　9：00-12：00

有

医療法人社団千房会　新
中野女性クリニック

164-0012 中野区本町４－４８－２３ 03-3384-3281 http://www.snwomen.net/
有

産婦人科
月・火・木・金　10：00-12：30　15：00-19：00
水・土　　　　　　10：00-12：30

有

山田医院 164-0001 中野区中野２－１４－１７ 03-3384-3555 http://www.nakano-med.or.jp 有
月・火・木・金・土　9：00-12：00
火・金　15：00-17：30

有

牧野産婦人科クリニック 164-0012 中野区本町２－４６－１　サンブライトツイン３Ｆ 03-5350-3521 http://makino-shc.jp/ 有
月・火・水・金　9：30-13：30　16：00-19：00
木・土　9：30-13：30

有

医療法人社団　けい子レ
ディースクリニック表参道

150-0001 渋谷区神宮前５－４５－８　ノースアオヤマ２Ｆ 03-5766-3367 www.keiko-clinic.net 有
火・水・木・金　10：00-13：15　15：00-18：30
土　10：00-16：00　事前予約

有

医療法人社団ＭＥＤＩＡＧＥ
メディアージュクリニック青
山

150-0001 渋谷区神宮前５－５１－８　ラ・ポルト青山７Ｆ 03-5464-6110 https://www.mediage-ladies.jp/ 有
平日　11：00-20：00
土・日・祝　11：00-20：00

有

http://www.chielc.com/
https://www.kimura-ladies.com/
http://www.sinjuku-womens-clinic.com/
https://nishijima-lc.com/
http://www.kondou.clinic.com/
http://scl.la.coocan.jp/
https://www.hisano-clinic.com/
http://www.phoenix.gr.jp/
https://tomokoclinic.com/
http://shibuyabashi-ladys.com/
http://www.snwomen.net/
http://www.nakano-med.or.jp/
http://makino-shc.jp/
http://www.keiko-clinic.net/
https://www.mediage-ladies.jp/
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医療法人社団　寺内医院 165-0026 中野区新井５－３１－１ 03-3386-2267 www.terauchi-iin.com 有
月・水・金　8：45-11：30　13：45-16：30
木・金　　8：45-11：30

有

野原産婦人科クリニック 164-0002 中野区上高田３－３９－１２ 03-3386-2525
有

産婦人科
平日　　9：00-12：00　15：00-18：00
木・土 　9：00-12：00

有

川勝医院 165-0026 中野区新井１－３７－３ 03-3386-3351 有 月・火・水・金・土　9：00-12：00 有

医療法人社団赤恵会　赤
川クリニック

167-0043 杉並区上荻１－２４－６ 03-3391-6694 http://akagawaclinic.jp 有
月・水i・木・金　9：00-12：00　15：00-18：00
火・土　　9：00-12：00

有

医療法人社団杉四会　杉
山産婦人科

156-0041 世田谷区大原１－５３－１ 03-5454-8181 有
平日　9：00-12：00　14：00-16：00
土　　　9：00-12：00

有

河西産婦人科皮膚科医院 168-0073 杉並区下高井戸５－４－２１ 03-3304-3508 http://kawanishi-sanfu.jp/ 有
月・火・水・金・土　9：30-12：30
火・水　14：30-18：30　　月・金　14：30-17：00

有

医療法人社団北嶺会　林
医院

166-0002 杉並区高円寺北２－３５－１３ 03-3338-6826 有 月・水・金・土　8：30-11：30　火・木　18：00-19：00 有

市川クリニック 166-0002 杉並区高円寺北２－４－８ 03-3337-2723
有

産婦人科
月・水・金　17：30-21：00 有

医療法人社団碩和会　下
平レディスクリニック

166-0003 杉並区高円寺南１－４－１２ 03-5377-0834 https://www.shimodaira-ladies.com/ 有
平日　8：45-18：00　土　8：45-14：00
時間外は緊急電話にて対応可能

有

医療法人社団　窪田クリ
ニック

166-0002 杉並区高円寺北３－２５－２０　Ｓ・Ｋビル１階 03-6265-5791 www.sugi-kubota.com/
有

婦人科
平日　10:00-12:40
土 　　10:00-12:30

有

アトラスレディースクリニッ
ク

166-0002 杉並区高円寺北２－６－４　泉ビル３Ｆ 03-5327-6710 https://www.atlas-ladies.com 有
火・水・木・金　10：00-12：30　15：00-18：00
土　10：00-13：30

有

こみちレディースクリニック 167-0051 杉並区荻窪５－２７－５　中島第二ビル５Ｆ 03-5335-7575 https://komichi-lc.jp/
有

婦人科
月・火・木・金　9：00-12：00　15：00-19：00
水　9：00-12：00　土　　9：00-13：00

有

あおきウィメンズクリニック 166-0004 杉並区阿佐谷南１－４８－１０　高橋ビル３Ｆ 03-5305-3535 http://www.aoki-womens.com/
有

産婦人科
月・火・木・土　9：00-12：30　14：00-17：00
金　　9：00-12：30

有

一般財団法人労働衛生協
会　高井戸東健診クリニッ
ク

168-0072 杉並区高井戸東２－３－１４ 03-3331-6823 http://www.rodoeisei.or.jp 有
受付時間　平日　9：00-11：30
　　　　　　　　　　  14:00-15:00

有
2回分

きせきレディースクリニック 168-0065 杉並区浜田山３－３４－３ 03-5316-3949 http://www.kiseki-lc.jp 有
平日　9：00-12：00　15：00-18：00
土　 　9：00-12：00

有

医療法人社団新宿レディー
スクリニック会　池袋レ
ディースクリニック

170-0013 豊島区東池袋１－１０－１　住友池袋駅前ビル３Ｆ 03-6911-1971 https://www.ikebukuro-fujinnka.jp/
有

産婦人科
平日・土・日・祝　9：30-19：00 有

医療法人社団朱紡会　巣
鴨レディースクリニック

170-0002 豊島区巣鴨２－５－１２　真野ビル２Ｆ 03-3916-2262 https://sugamo-lc.jp/ 有
月・木・土　10：00-13：00　15：00-18：00
火　10：00-13：00　　金　15：00-19：00

有

医療法人社団しらゆき
ジャスミンレディースクリ
ニック池袋

170-0013 東京都豊島区東池袋１－２－２　東池ビル５階 170-0013 https://jlc.tokyo/ 有 月・火・水・金・土曜　11:00-14:00  16:00-20:00 有

医療法人社団祐喜会　加
塚医院

170-0003 豊島区駒込２－５－５ 03-3910-3811 https://www.kazuka.jp/ 有
月・火・木・金　9：30-17：30
土・日・祝　　　9：30-12：30

有

医療法人社団絆　アーバン
ハイツクリニック

170-0002
豊島区巣鴨１－１６－２　アーバンハイツ巣鴨Ｂ棟１
階

03-3946-6721 https://www.urban-heights-clinic.jp/ 有 月～土　9：00-12：30 有

http://www.terauchi-iin.com/
http://akagawaclinic.jp/
http://kawanishi-sanfu.jp/
https://www.shimodaira-ladies.com/
http://www.sugi-kubota.com/
https://www.atlas-ladies.com/
https://komichi-lc.jp/
http://www.aoki-womens.com/
http://www.rodoeisei.or.jp/
http://www.kiseki-lc.jp/
https://www.ikebukuro-fujinnka.jp/
https://sugamo-lc.jp/
https://jlc.tokyo/
https://www.kazuka.jp/
https://www.urban-heights-clinic.jp/


緊急避妊に係る診療が可能な産婦人科医療機関等一覧（都道府県集計用）

施設名 郵便番号 住所 電話番号 ウェブサイトURL
産科、婦人科又は産婦人科の

標榜の有無
医療機関における緊急避妊にかかる対面診療への
対応可能時間帯

常時の緊急避妊薬の
在庫の有無

基本情報

まの産婦人科 170-0005 豊島区南大塚２－２５－９　田口ビル１Ｆ 03-5940-0303 http://mano-sanfujinka.holy.jp
有

産婦人科
月・水　12：00-19：00　火・土　9：00-14：00
木・金　9：00-19：00

有
5人分

医療法人社団　宜興会　西
池袋　　秀クリニック

171-0021 豊島区西池袋１－２－１　クリフィックス　スクエア２Ｆ 03-5952-0066 www.syu-clinic.com 有
月・水・木・土　10：00-13：30　16：00-18：30
日・祝　10：00-13：30　15：00-17：30

有

医療法人社団芳精会　ぬ
かりやレディスクリニック

171-0022 豊島区南池袋１－１６－２０　ぬかりやビル８Ｆ 03-3971-1131 http://www.nukariya-1c.com 有
平日9：00-11：30　14：00-17：30
土　9：00-12：30

有

医療法人社団雄秀会　池
袋クリニック

171-0021 豊島区西池袋２－３５－８ 03-3982-6228 https://www.ikecli.com 有
月・火・木・金　10：00-12：30　15：00-19：00
土　　10：00-13：00

有

クリニカ・アンジェラ 170-0002 豊島区巣鴨２－９－３　田中ビル３０３ 090-9200-8553 有
月・火　15：00-19：30
日　　　12：00-19：30

有

安康レディースクリニック 171-0014 豊島区池袋２－４２－３　オスカービル２Ｆ 03-3971-3544 www.ankoladies.com
有

産婦人科
平日　10：00-13：00　15：30-19：00
土　　　10：-00-14：00

有

山手大塚レディスクリニック 170-0004 豊島区北大塚２－１３－１　Ｇ・Ｈ・Ｙビル７Ｆ 03-5907-6158 https://www.yamateladies.jp 有
火　10：00-20：00　水　9：00-19：00
木　10：00-19：00　金　9：00-20：00
土　9：00-18：00

有

駒込山王クリニック 170-0003
豊島区駒込１－３７－１０　駒信インテリジェントビル
ディング１Ｆ

03-6304-1839 www.ksannoh.com 有
平日　9：30-12：30　15：30-21：00
土　　　9:00-12:30

有

医療法人社団育和会　長
橋産婦人科

171-0051 豊島区長崎２－５－７ 03-3959-0351 http://www.e-ladys-climic.com/ 有
月・水・土　9：00-12：30　15：00-18：30
火・金　　　9：00-12：30

有

医療法人社団白ゆり会　し
のざきクリニック

171-0051 豊島区長崎５－１－３１　豊島ハイツ２０１ 03-5966-2249 有
火・木・金　12：30-18：00　水　15：00-19：00
土　10：00-12：30

有

医療法人社団愛慈会松本
レディースリプロダクション
オフィス

170-0013 豊島区東池袋１－４１－７ 池袋東口ビル７階 03-6907-2555 有 有

板橋医院 114-0023 北区滝野川７－８－１２ 03-3916-5670 http://itabashi-iin.com/ 有
月・火・水・木・金　9：00-12：00
月・火・水・金　　　15：00-19：00　木　15：30-19：00

有

赤羽駅前女性クリニック 115-0045 北区赤羽１－１３－１　ミドリヤビル４Ｆ 03-6903-9090 https://akabane-ekimaecl.com 有 平日　9：20-18：00　土　9：20-14：00 有

スワンレディースクリニック 114-0002 北区王子４－２７－７ 03-5944-6028 http://www.swan-lc.com/clinic.html 有
月・水・土　9：00-11：30　13：00-15：30
火・木・金　9：00-11：30

有

医療法人社団生和会　赤
羽レディースクリニック

115-0045 北区赤羽２－１３－１　花川ビル２Ｆ 03-5249-5651 http://www.akabaneladys.jp/ 有
月・火・木・金　9：00-19：00
水・土　 　　　　9：00-13：00

有

医療法人社団愛由会　中
野レディースクリニック

114-0002 北区王子２－３０－６　末永ビル３Ｆ 03-5390-6030 https://nakano-ladies.com/ 有
月・火・木　9：30-12：30　14：30-18：00
金　9：30-12：30　土9：30-12：30　14：00-17：00

有

岩瀬クリニック 114-0013 北区東田端１－１４－１　田端クリニックモール４Ｆ 03-3809-6555 www.iwase-clinic.com 有
月・火・水・金　9：00-12：00　16：00-18：30
土　9：00-12：00

無

女性とこころのクリニック 116-0001
荒川区町屋１－１－９　メディカルセンターＭｅｄｉｕｍ
町屋４Ｆ

03-5855-1233 www.josei-kokoro.jp 有 月・水・木・金　10：00-13：00　15：00-18：30 有

あらかわレディースクリニッ
ク

116-0001 荒川区町屋１－８－８ 03-6807-8867 http://www.arakawalc.jp 有 月・水・木・金　9：00-17：00　火・土　9：00-12：00 有

吉田医院 116-0014 荒川区東日暮里４－３６－２３　吉田ビル２Ｆ 03-3891-5760 http://www.yoshida-iin.net/ 有 平日　8：30-16：00 有

http://mano-sanfujinka.holy.jp/
http://www.syu-clinic.com/
http://www.nukariya-1c.com/
https://www.ikecli.com/
http://www.ankoladies.com/
https://www.yamateladies.jp/
http://www.ksannoh.com/
http://www.e-ladys-climic.com/
http://itabashi-iin.com/
https://akabane-ekimaecl.com/
http://www.swan-lc.com/clinic.html
http://www.akabaneladys.jp/
https://nakano-ladies.com/
http://www.iwase-clinic.com/
http://www.josei-kokoro.jp/
http://www.arakawalc.jp/
http://www.yoshida-iin.net/


緊急避妊に係る診療が可能な産婦人科医療機関等一覧（都道府県集計用）

施設名 郵便番号 住所 電話番号 ウェブサイトURL
産科、婦人科又は産婦人科の

標榜の有無
医療機関における緊急避妊にかかる対面診療への
対応可能時間帯

常時の緊急避妊薬の
在庫の有無

基本情報

医療法人社団　加藤産婦
人科医院

116-0001 荒川区町屋２－９－２１ 03-3895-3521 https://kato-gyne.gr.jp/ 有 月・火・木・金　9：00-18：00　水・土　9：00-12：00 有

宇津野レディスクリニック 116-0003 荒川区南千住４－７－１　ビビ南千住３Ｆ 03-3803-4107 http://utsuno.info/ 有 平日　10：00-19：00　土　10：00-17：00 有

医療法人社団秀洋会　白
十字診療所

116-0013 荒川区西日暮里２－１９－１０　日暮里ＫＳビル３階 03-3802-3911 www.hakujuji-clinic.com
有

産婦人科
平日　9：00-14：30　17：00-19：30
土　　9：00-12：00

有

医療法人社団順風会　高
島平クリニック

175-0082 板橋区高島平１－１２－１１　１．２．３Ｆ 03-3936-4164 http://takashimadaira-clinic.jp/ 有
月・火・水・金　9：00-18：00
土　　9：00-17：00

有

渡辺産婦人科医院 175-0082 板橋区高島平２－３－１４ 03-5399-3008 http://watanabe-sanfu-clinic.com/index.html 有
月火木金　9時から12時、14時30分から17時
土　9時から12時

有

医療法人社団　みえこ女性
クリニック

173-0005 板橋区仲宿６４－６　コスモ和光Ｖ２Ｆ 03-5943-1123 http://www.mieco-clinic.com 有
月・木・金　13：00-19：00　火　14：00-20：00
水　16：00-20：00　土　13：00-17：00

有

斎藤医院 176-0004 練馬区小竹町２－８－８ 03-3955-3511 有
月・火・水・金・土　9：00-11：30
月・火・水・金　　　17：00-19：00

有

医療法人社団健晟会　扇
内医院

176-0024 練馬区中村３－４－１８ 03-3990-2111 http://www.ogiuchi.com 有
平日　9：30-12：30　14：00-17：30　土　9：30-12：30
　１２月より平日　9：30-12：30　14：00-18：30

有

医療法人社団養生会　赤
松レディスクリニック

176-0002 練馬区桜台３－４１－１４ 03-3991-8854 www.akamatsu-clinic.com 有 平日　8：30-18：00　土　8：30-12：00 有

医療法人社団憲信会　関
根ウィメンズクリニック

179-0085 練馬区早宮２－２４－１０ 03-3931-5588 http://www.sekine-clinic.or.jp
有

産婦人科
平日　8：30-17：30　土　8：30-13：00 有

医療法人社団向笑会　花
岡由美子女性サンテクリ
ニック

178-0063 練馬区東大泉５－２９－８ 03-5947-3307 有 月・火・木・金・土　9：30-12：00　15：00-18：00 有

たかみクリニック 176-0001 練馬区練馬４－１０－１０ 03-5984-5122 http://takami-cl.jp/ 有
平日　9：00-12：30　15：30-19：00
土 　　9：00-12：30

有

ウィート女性クリニック北千
住

120-0034 足立区千住２－１８　為静ビル２Ｆ 03-3888-1001 https://www.wonens-kitasenju.net 有 平日　9：30-17：00　土（第2・4）　9：30-13：00 有

医療法人社団向仁会　真
島クリニック

123-0852 足立区関原１－２１－２ 03-3849-4127 majimacl.@xqj.biglobe.ne.jp 有
月・火・木・金　9：00-12：00　15：00-17：00
土　　9：00-12：00

有

小金井クリニック 121-1210 足立区入谷１－１０－２１ 03-3855-5211 有
月・火・水・金　9：00-12：00　14：00-17：00
土　　9：00-12：00

無
調剤薬局へ依頼の為

医療法人社団なずな会　池
上レディースクリニック

121-0823 足立区伊興５－６－８ 03-5838-0228 http://www.ikegami-lady.com 有
月・火・木・金　9：00-12：00　14：00-17：00
水・土　9：00-12：00

有

矢追医院 123-0872 足立区江北２－３３－６ 03-3890-3387 http://www.yaoi.org 有
月　9：30-17：00　火・木　9：30-18：00
土　12：00-19：30　日・祝０：00-17：30

有

医療法人社団　長門クリ
ニック

120-0002 足立区中川２－５－８ 03-3605-3131 https://www.nagato-clinic.or.jp/ 有 平日　9：00-16：00　土　9：00-15：00 有

くすの木レディースクリニッ
ク北千住

120-0034 足立区千住3-1　藤田ビル２階 03-6806-2500 www.kusunoki.tokyo 有
平日　9:30-17:30
土　9:30-17:30

有

医療法人社団慶暢会　中
村医院

124-0024 葛飾区新小岩２－３５－４ 03-3654-9237 有
月・火・水・金　9：00-12：30　14：00-18：00
土　　9：00-12：30

有
数人分

https://kato-gyne.gr.jp/
http://utsuno.info/
http://www.hakujuji-clinic.com/
http://takashimadaira-clinic.jp/
http://watanabe-sanfu-clinic.com/index.html
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http://www.ogiuchi.com/
http://www.akamatsu-clinic.com/
http://www.sekine-clinic.or.jp/
http://takami-cl.jp/
https://www.wonens-kitasenju.net/
mailto:majimacl.@xqj.biglobe.ne.jp
http://www.ikegami-lady.com/
http://www.yaoi.org/
https://www.nagato-clinic.or.jp/
http://www.kusunoki.tokyo/


緊急避妊に係る診療が可能な産婦人科医療機関等一覧（都道府県集計用）

施設名 郵便番号 住所 電話番号 ウェブサイトURL
産科、婦人科又は産婦人科の

標榜の有無
医療機関における緊急避妊にかかる対面診療への
対応可能時間帯

常時の緊急避妊薬の
在庫の有無

基本情報

医療法人社団聖マリア会
東京フェリシアレディースク
リニック

124-0012 葛飾区立石８－９－６ 03-3691-9931 https://www.tokyo-felicia.com/ 有
月・火・水・金　9：00-12：30　15：30-18：00
木　9：30-12：30　土　9：00-13：00

有

佐久間レディース＆ファミリ
アクリニック

124-0006 葛飾区堀切２－５４－１６ 03-3691-0371 https://sakuma-ladies.com/ 有
月・火・木・金　9：00-13：00　16：00-18：00
土　　9：00-13：00　15：00-17：00

有

医療法人社団慶風会　増
田産婦人科

125-0041 葛飾区東金町１－１３－５ 03-3607-1519 www.masudasanfujinka.jp 有
月・火・水・木・金・土　9：00-11：30
月・火・木・金　13：00-15：30
月・水・金　18：00-19：00

有

小宅産婦人科医院 125-0031 葛飾区西水元１－２９－１７ 03-3609-0415
有

産婦人科
月・火・木・金　9：00-12：30　15：00-17：50 有

医療法人社団晃母会　らい
おんハートクリニック

132-0034 江戸川区小松川２－８－１ 03-5875-2830 kobokai@lion-clinic.com
有

婦人科
火　9：00-12：00　15：00-18：00
金　15：00-16：30

有

太田医院 132-0025 江戸川区松江３－１９－１７ 03-3656-1450 有
月・火・水・金　9：00-13：00　14：30-18：20
土　　9：00-13：00

有

葛西産婦人科 134-0084 江戸川区東葛西６－８－６ 03-3686-0311 gt-kasai@sea.plala.or.jp 有
月・火・水・金　9：00-11：50　14：00-16：00
土　　　9：00-11：50

有

医療法人社団聖育会　三
枝産婦人科医院

134-0088 江戸川区西葛西３－１８－１ 03-3680-3003 http://www.saigusa.or.jp/ 有 24時間対応 有

医療法人社団清雅会　清
水産婦人科クリニック

132-0035 江戸川区平井６－２－３０ 03-3613-5555 http://www.shimizuclinic.net/ 有 平日　8：40-16：30　土　8：40-11：30 有

新クリニック 193-0931 八王子市台町２－１６－８ 042-621-6203 https://www.nhlclinic.com/ 有
月・火・金　9：00-12：00　15：00-18：00
水　9：00-11：00　土　9：00-12：00　15：00-17：00

有

医療法人社団陽晃会　は
ぎの医院

192-0066 八王子市本町１１－６－１Ｆ 042-622-2206 有
火・水・金　9：00-12：00　14：00-17：00
土　　9：00-12：00

有

京王産婦人科クリニック 193-0833 八王子市めじろ台２－１９－４ 042-664-3511 http://keiosanfujinka.com/ 有
月・火・木・金　9：20-13：00　15:00-18：00
土　　　9：20-13：：00

有

医療法人社団宥和会　南
大沢婦人科ヒフ科クリニッ
ク

192-0364 八王子市南大沢２－２７　フレスコ南大沢４Ｆ 042-674-0855 http://www.fujinkahifuka.jp 有
月・火・木・金　9：30-13：00　14：30-18：00
土　　　9：30-13：：00

有

山田ウイメンズクリニック 192-0046
八王子市明神町３－２５－７　グランデュールマンショ
ン１Ｆ

042-648-0870 https://yamada-womensclinic.com/ 有
平日　9：20-12：30　15：00-18：00
土 　　9：20-12：30

有

まるはし女性応援クリニック 190-0012 立川市曙町２－９－４　野口ビル３Ｆ 042-512-8736 http://www.marugyne.com 有
月・火・水・木　11：00-13：30　16：00-19：00
日　　11：00-15：00

有

こむかい産婦人科 190-0022 立川市錦町２－３－３０ 042-525-3524 https://www.komukai.net/ 有
月・火・水・木　9：00-12：00　13：30-15：30
　　　　　　　　　17：00-18：00
土　　9：00-12：00　13：30-15：30

有

医療法人社団　泉医院 190-0012 立川市曙町２－１４－１６　住生ＡＳＫビル１階 042-522-2233 http://www.izumi-iin.com 有
月・火・木・金　9：00-12：00　15：00-18：30
土　　9：00-13：00

有

医療法人社団正裕会　井
上レディースクリニック

190-0013 立川市富士見町１－２６－９ 042-529-0111 http://www.inoue-ladies.jp 有
月・水・金　9：00-12：00　15：00-18：00
火・木・土　　 　9：00-12：00

有

毛利もとこ女性クリニック 190-0023
立川市柴崎町２－１－８　立川駅南口メディカルモー
ル２Ｆ

042-540-3300 https://www.josei-clinic.info/ 有
月・火・木・金　9：30-12：30　15：00-18：30
土　9：30-15：00

有

武蔵境いわもと婦人科クリ
ニック

180-0023 武蔵野市境南町３－１４－６　山桃ビル２Ｆ 0422-31-3737 https://www.iwa-cl.jp/ 有
月・水・金　10：00-14：00　16：00-20：00
火　10：00-14：00　16：00-18：30
木　10：00-14：00　土　10：00-13：00　14：00-17：00

有

https://www.tokyo-felicia.com/
https://sakuma-ladies.com/
http://www.masudasanfujinka.jp/
mailto:kobokai@lion-clinic.com
mailto:gt-kasai@sea.plala.or.jp
http://www.saigusa.or.jp/
http://www.shimizuclinic.net/
https://www.nhlclinic.com/
http://keiosanfujinka.com/
http://www.fujinkahifuka.jp/
https://yamada-womensclinic.com/
http://www.marugyne.com/
https://www.komukai.net/
http://www.izumi-iin.com/
http://www.inoue-ladies.jp/
https://www.josei-clinic.info/
https://www.iwa-cl.jp/


緊急避妊に係る診療が可能な産婦人科医療機関等一覧（都道府県集計用）

施設名 郵便番号 住所 電話番号 ウェブサイトURL
産科、婦人科又は産婦人科の

標榜の有無
医療機関における緊急避妊にかかる対面診療への
対応可能時間帯

常時の緊急避妊薬の
在庫の有無

基本情報

むさしのレディースクリニッ
ク

180-0022 武蔵野市境１－４－３　ヒルズＫ１Ｆ 0422-38-6340 https://musashino-ladies.jp/ 有
月・火・水・金　9:30-12:00　 15：30-19：00
土　　9：30-12：30

有

みたか北口ゆきレディスク
リニック

180-0006 武蔵野市中町１－１７－２　ステラ武蔵野３Ｆ 0422-56-7177 https://mkyuki-lc.jp 有
平日　9：30-13：00　15：00-18：30
土　　9：30-13：00

有

医療法人社団友久会　池
下レディースクリニック吉祥
寺

180-0004 武蔵野市吉祥寺本町１－２３－１　ＫＳ２３ビル６・７Ｆ 0422-27-2965 http://www.ikeshita-clinic.com/kichijoji/ 有
平日　9：00-19：00
土　　9：00-14：00

有

おおやクリニック 180-0022 武蔵野市境２－８－３ 0422-51-3001 https://www.ooya-clinic.com 有
月・火・水・木・金・土　9：00-12：00
月・水　15：00-18：00
火・金　15：00-19：00

有

医療法人社団アソシア会
吉祥寺レディースクリニック

180-0003
武蔵野市吉祥寺南町２－６－１０　富士パームビル５
Ｆ

0422-40-1770
有

婦人科
平日　10：00-13：00　15：00-18：30
土 　　10：13：00

有

佐々木産婦人科 180-0022 武蔵野市境４－１０－８ 0422-54-9311 www.sasakisanfujinka.com/ 有
月・火・水・金　9：00-12：00　15：00-18：00
土　　9：00-12：00

有

吉祥寺南町診療所 180-0003 武蔵野市吉祥寺南町２－５－３ 0422-49-9820 http://www.kichinan.com/clinic/
有

産婦人科

月・火・木・金　9：30-12：30
月・木・金・土　15：00-17：00
月・水・木・金　19：30-20：00

有

医療法人社団テンジン　三
鷹レディースクリニック

181-0013 三鷹市下連雀３－３１－４　ライオンズマンション　１Ｆ 0422-70-1150 mitaka-ladies@aurora.ocn.jp 有
月・火・木・金　10：00-13：00　15：00-18：00
土　10：00-13：00

有

レディースクリニックりゅう 180-0023
武蔵野市境南町２－１２－２　武蔵野エイトマンション
１・２Ｆ

0422-32-2055 有
平日　10：00-13：00　15：00-19：00
土 　　10：00-13：00　15：00-17：00
日　第2・第4　　10：00-13：00

有

医療法人社団聡仁会　スマ
イルレディースクリニック

180-0003 武蔵野市吉祥寺南町２－３８－７ 0422-76-8656 http://smile-ladies.jp/ 有 平日9:30-12:30,16:00-19:30  土曜9:30-14-30 有

医療法人社団久優会　フェ
リーチェレディースクリニッ
ク吉祥寺

180-0004 武蔵野市吉祥寺本町１－１２－２　ＨＩＮＯビル２Ｆ 0422-22-6878 https://felice.or.jp/ 有
月・火・木・土　10：00-13：00　15：00-18：00
金　10：00-13：00　16：00-19：00

有

医療法人社団恵成　しおか
わレディースクリニック

180-0004 武蔵野市吉祥寺本町２－１０－１０　ファロビル３Ｆ 0422-21-1567 http://www.shiokawalc.com 有
月・火・水・金　9：00-13：00　15：30-19：00
木　15：30-19：00　土　9：00-13：00　15：30-17：00

有

村越レディースクリニック 181-0013 三鷹市下連雀３－７－２８　ラ・プルミエール村越１Ｆ 0422-29-8225 http://murakoshi-lc.com/ 有
月・水・木・金　9：00-13：00　15：00-19：00
火　9：00-13：00　土　9：00-14：00

有

医療法人社団　山田えいこ
レディースクリニック

181-0013 三鷹市下連雀３－２４－７　平嶺ビル２Ｆ 0422-26-7525 http://www2.ocn.ne.jp/eikolady/
有

産婦人科
月・水　9：00-11：30　15：00-17：30
火・金　9：00-11：30　15：00-16：30　土　9：00-11：30

有

医療法人社団　新町クリ
ニック

198-0024 青梅市新町３－５３－５ 0428-31-5377 www.shinmachi-cl.com 有 平日　9：30-15：30 有

医療法人社団　林レディー
スクリニック

198-0042 青梅市東青梅３－８－８ 0428-20-1887 http://www.hayashi-lc.ome.tokyo.jp
有

産婦人科
月・火・木・金　8：30-17：00
土　　8：30-12：30

有

貝原レディースクリニック 183-0055
府中市府中町２－５－８　Ｇｒａｃｅ　Ｃｏｕｒｔ　Ｆｕｃｈｕｅｋｉ
ｍａｅ１０１

042-352-8341 http://www.kaibara-ladies.com/ 有
月・火・木・金　11：00-13：00　15：00-19：00
水・土　11：00-13：00

有

医療法人社団均禮会　府
中の森　土屋産婦人科

183-0055 府中市府中町３－１０－９ 042-351-3748 www.tsuchiyaclinic.com/ 有
月・火・木・金　8：45-12：30　14：30-16：30
水　　8：45-12：30　土　　8：45-13：30

有

医療法人社団橙康会　府
中レデースクリニック

183-0055 府中市府中町２－１－７　角ないとうビル２Ｆ 042-358-5558 http://fuchuladys.atat.jp 有
平日　10：00-18：30
土　　 10：00-12：30

有

医療法人社団聖マリア吉祥
会　石原レディースクリニッ
ク

196-0015 昭島市昭和町３－１８－２１ 042-545-9022 http://ishiharaladies.net 有
平日　9：00-16：30
土　 　9：00-11：30

有

https://musashino-ladies.jp/
https://mkyuki-lc.jp/
http://www.ikeshita-clinic.com/kichijoji/
https://www.ooya-clinic.com/
http://www.sasakisanfujinka.com/
http://www.kichinan.com/clinic/
mailto:mitaka-ladies@aurora.ocn.jp
http://smile-ladies.jp/
https://felice.or.jp/
http://www.shiokawalc.com/
http://murakoshi-lc.com/
http://www2.ocn.ne.jp/eikolady/
http://www.shinmachi-cl.com/
http://www.hayashi-lc.ome.tokyo.jp/
http://www.kaibara-ladies.com/
http://www.tsuchiyaclinic.com/
http://fuchuladys.atat.jp/
http://ishiharaladies.net/
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施設名 郵便番号 住所 電話番号 ウェブサイトURL
産科、婦人科又は産婦人科の

標榜の有無
医療機関における緊急避妊にかかる対面診療への
対応可能時間帯

常時の緊急避妊薬の
在庫の有無

基本情報

医療法人社団ＳＪＳ　金子
レディースクリニック

182-0021 調布市調布ケ丘３－１９－１３ 042-426-7800 in50@kaneko-ladies.com 有
月・火・水・木・金・土　9：00-12：00
月・火・木・金・土　14：00-17：00

有

医療法人社団東仁会　つ
つじヶ丘神代クリニック

182-0006 調布市西つつじケ丘４－１５－５ 042-443-2246 https://www.zenjinkai-group.jp/tojinkai/clinic/jindai 有
月・火・金　9：00-18：00
水・土　　　 9：00-12：00

有

よこすかレディースクリニッ
ク

182-0002 調布市仙川町１－２０－１６　ヴィバーチェ仙川２Ｆ 03-5315-5686 http://www.yokosukalc.com/
有

産婦人科
月・火・水・金　9：00-12：30　15：00-18：30
土　　9：00-13：30

有

調布レディースクリニック 182-0026 調布市小島町１－５－６　アールアンドエスビル２Ｆ 042-480-1050 http://chofu-lc.jp/ 有
平日　10：00-13：00　15：00-18：00
土　 　10：00-13：00　15：00-17：00

有

尾崎医院 194-0013 町田市原町田４－１２－６ 042-722-3321 https://www.ozakiclinic.jp 有
月・火・水・金　9：00-12：00　15：00-17：30
土　9：00-12：00

有

町田東口クリニック 194-0022 町田市森野１－３５－８　ヴィンテージ２　３Ｆ 042-721-8855 https://www.machida-higashiguchi-clinic.com/clinic
有

産婦人科

月・火・木　10：00-12：30　16：00-20：30
金　　15：00-20：30
土・日・祝　10：-12：30　13：30-16：00

有

医療法人社団誠裕會　鶴
川レディースクリニック

195-0053 町田市能ケ谷３－１－５ 042-737-7271 http://www9.plala.or.jp/tsurukawa-lds/ 有
月・火・木・金　10：00-13：00　15：00-18：30
水　15：00-18：30　土　9：00-12：30

有

医療法人社団菜の花会
町田産婦人科　菜の花クリ
ニック

194-0045 町田市南成瀬７－１４－１ 042-728-1101 http://www.machida-nanohana-cl.jp/index.html 有 平日・土　　9：00-17：00 有

医療法人社団公人会　み
むろウィメンズクリニック

194-0013 町田市原町田１－７－１７　ガレリア町田ビル３Ｆ 042-710-3609 http://mimuro-cl.com 有
月・水・金　9：00-11：30　14：00-16：30
火・木・隔週土　9：00-11：30インターネットより完全予
約

有

ひろいウィメンズクリニック 194-0022 町田市森野１－１９－１３　ＲＩＮＳＢＯＸ２Ｆ・３Ｆ 042-850-9027 有
平日　9：00-18：00　土 　9：00-17：00
日　 　9：00-10：30

有

医療法人社団せいこう会
小金井婦人科クリニック

184-0004 小金井市本町６－１３－１８　コスモスビル３Ｆ 042-316-3824 http://koganeifujinka.jp/ 有
火・水・金・土　9：00-13：00　15：00-18：00
木　 9：30-11：30

有

医療法人社団鶴亀会　小
金井つるかめクリニック

184-0004 小金井市本町６－１４－２８　アクウェルモール３Ｆ 042-386-3757 http://koganei.tsurukamekai.jp 有
月・火・水・金・土　8：45-17：30
木　　8：45-12：00

有

花小金井レディースクリニッ
ク

187-0003 小平市花小金井南町１－１９－３　ＳＯＲＡ１階 042-497-5218 https://www.hanako-ladies.com 有
月・水・木・金　9：00-12：00　14：00-17：30
土　9：00-12：00

有

医療法人輝　ジュンレ
ディースクリニック小平

187-0044 小平市喜平町１－１４－２０ 042-329-4103 http://www.jun-lc-kodaira.com/ 有 平日・土　9：00-12：00　14：00-16：00 有

みなみ野レディースクリニッ
ク

192-0917
八王子市西片倉３－１－４　第２みなみ野クリニック
センター４Ｆ

042-632-8044 http://www.minaminolc.jp/ 有
月･火・水・金　10:00-12:50　15:30-18:50
木・土　10:00-12:50

有

大川産婦人科医院 191-0062 日野市多摩平３－１４－４ 042-586-1061 http://www.ohkawa-medical.jp/ 有
受付時間　月・水・土　8：00-12：00　13：30-16：00
　　　　　　　火・金 　　　8：00-12：00

有

産婦人科コンチェルト 191-0012 日野市日野２９４９－４ 042-586-1103 http://concerto-lc.jp/
有

産婦人科
平日　9：00-16：00
土 　　8：30-12：00

有

医療法人社団つつじ会　く
ぬぎ産婦人科

189-0014 東村山市本町１－２２－２４ 042-395-3331 https://kunugi-lc.com 有
火・水・金・土　9：00-12：00　　14：00-17：00
日　　　　　　　　9：00-12：00

有

医療法人社団レニア会　武
谷ひまわりウィメンズクリ
ニック

189-0014 東村山市本町２－３－２１　東村山第３赤澤ビル３Ｆ 042-398-4103 http://www.cl-himawari.com 有
平日　9：00-12：00　14：00-16：00
土　　　9：00-12：00

有

医療法人社団陽光会　石
川てる代ウィメンズクリニッ
ク

185-0021 国分寺市南町３－１－２８　飛べない飛行船パート２ 042-324-9661
有

婦人科
月・火・水・金　8：30-12：00　14：30-18：00
土　　8：30-12：00

有

mailto:in50@kaneko-ladies.com
https://www.zenjinkai-group.jp/tojinkai/clinic/jindai
http://www.yokosukalc.com/
http://chofu-lc.jp/
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http://mimuro-cl.com/
http://koganeifujinka.jp/
http://koganei.tsurukamekai.jp/
https://www.hanako-ladies.com/
http://www.jun-lc-kodaira.com/
http://www.minaminolc.jp/
http://www.ohkawa-medical.jp/
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https://kunugi-lc.com/
http://www.cl-himawari.com/
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医療機関における緊急避妊にかかる対面診療への
対応可能時間帯

常時の緊急避妊薬の
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基本情報

医療法人社団美力会　西
国分寺レディースクリニック

185-0024 国分寺市泉町２－９－３　ハートフルビル西晴２Ｆ 042-300-0055 http://www.nklc.jp 有
平日 9：30-12：00 15:00-17:30
土　　9：30-12：00

有

岡産婦人科 186-0004 国立市中１－１８－１３ 042-572-0368 有
月・火・木・金　9：00-12：00　15：00-18：00
土　　9：00-12：00

有

医療法人社団慈心会　保
坂産婦人科クリニック

201-0014 狛江市東和泉１－２１－３ 03-3488-1103 https://www.hosaka-cl.com/ 有
月・火・木・金　9：00-12：00　15：00-18：00
水・土　　　9：00-12：00

有

社会医療法人財団大和会
東大和病院附属セントラル
クリニック

207-0014 東大和市南街２－３－１ 042-562-5511 http://www.yamatokai.or.jp
有

婦人科
月・水・木・金・土　8：30-16：00 無

医療法人社団心慈会　レ
ディースクリニックマリア
ヴィラ

207-0023
東大和市上北台１－２－１４　上北台メディカルビル４
Ｆ

042-566-8827 http://www.maria-villa.jp/
有

産科・婦人科
月・火・木・金　9：00-12：00　16：30-19：30
土　9：00-12：00　14：00-17：00

有

宇都宮レディースクリニック 204-0021 清瀬市元町１－４－２６　清瀬パークホームズ１Ｆ 042-491-0103 https://utsunomiya.or.jp/
有

産婦人科
月・火・水・金・土　9：00-17：00 有

医療法人社団恵輝会　ペ
ルフェ滝山マタニティクリ
ニック

203-0033 東久留米市滝山５－３－６ 042-477-3503 http://www.perfe.jp/ 有
月・火・金　9：00-16：30
水・土　　　9：00-12：00

有

医療法人社団紫波会　平
賀診療所

206-0011 多摩市関戸２－１０－１０ 042-375-7154 有
月・火・木・金　9：30-11：30　15：00-16：30
土　　　9：00-11：30

有

こまちレディースクリニック 206-0033 多摩市落合１－３－１　かじやビル１Ｆ 042-357-3535
有

婦人科
月・火・水・木・金・土　9：50-12：45
月・火・水・木　　　　　15：00-18：30

有

ヒルズクリニック聖蹟 206-0011 多摩市関戸１－５－２ 042-316-5556 http://hills-clinic.com 有
平日　9:30-11:30　13：30-16：45
土 　9:30-11:30　来院前事前電話

有

よりみつレディースクリニッ
ク

205-0011 羽村市五ノ神１－２－２　メディカルプラザ３Ｆ 042-570-5130 http://website2.infomity.net/8380000092/
有

産婦人科
月・火・水・金　8：30-16：00 有

わかくさ医院 205-0001 羽村市小作台２－７－１６ 042-579-0311 wakakusaiin@hamurashi-med.or.jp 有
月・木　　 　8：30-12：00　14：30-17：00
火・金・土　8：30-1200

有

医療法人社団ヒマワリ会
畑中医院

188-0012 西東京市南町３－２２－８ 042-461-3209 http://www.gigi-town.jp/clinic/hatanaka-iin 有
月・火・木・金　9：00-18：00
水・土　　 　　　9：00-12：00

有

ひろクリニック 188-0001 西東京市谷戸町３－２６－７ 042-423-2784 http://hiroi-c.com 有
月・火・木　9：00-12：30　14：00-17：30
金　9：00-12：30　15：00-18：30　土9：00-12：30

有

医療法人社団湯川　湯川
ウイメンズクリニック

188-0011 西東京市田無町４－２６－９　ＪＳビル２Ｆ 042-469-5800 http://www.yukawa-clinic.com 有
月・水・木・金　9：00-12：00　14：00-17：30
土　9：00-12：00

無

三宅村中央診療所 100-1101 三宅村神着937番地 04994-2-0016 https://www.vill.miyake.tokyo.jp/iryou_shinryoujo/chuuou/ 無 24時間　365日対応 有

青ヶ島村国民健康保険
青ヶ島診療所

100-1701 青ケ島村青ケ島無番地 04996-9-0123 無 有
平日　9：00-17：15
夜間・休日　対応可　（要電話

有

東京都小笠原村診療所 100-2101 小笠原村父島字清瀬 04998-2-3800 http://www.ogasawaraclinic.jp 有 随時対応可 有

小笠原村母島診療所 100-2211 小笠原村母島字元地 04998-3-2115 http://www.ogasawaraclinic.jp/clinic/hahajima.html 有 24時間 有
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