
令和２年度　新宿区学校医　医療機関一覧

【内科】 ※地域は特別出張所の所管区域を記載しています。

地域※ 診療所 住所 電話番号

医療法人社団柏葉会　高村医院 四谷3-10 3351-3610

須田医院 須賀町1 5366-0760

四谷・長島クリニック 若葉１－４－７ 5368-1686

本多内科クリニック 市谷加賀町2-3-15 6265-0677

菊池医院 神楽坂6-25　塩谷ビル1F 3269-1011

やまだ内科クリニック 北町23 5206-8853

黒坂医院 白銀町25 メゾンド原106 3260-3590

矢来クリニック 矢来町68 3235-2877

牛込台さこむら内科 中町23 3269-1783

もりのぶ小児科 西五軒町8-10臼井ビル1F 6280-7158

村橋医院 早稲田町７３ 3203-3538

岡崎医院 早稲田鶴巻町519 3202-7466

早稲田たけのこクリニック 早稲田鶴巻町518　第一石川ビル3F 3232-8155

抜弁天クリニック 余丁町8-7　抜弁天ビル1F 5919-1522

若松皮ふ科こどもクリニック 余丁町10-8　第二浜崎ビル2階 3225-5780

えとう内科クリニック 余丁町11-19 5919-4976

石井外科 住吉町8-2 3351-9338

澤田クリニック 新宿6-23-7-101 3355-6227

新宿イーストサイドたけうち内科 新宿6-27-30　新宿イーストサイドスクエア地下1F 6205-5315

岡田小児科クリニック 大久保1-5-15 3200-1236

本庄医院 西早稲田1-21-2-201 3203-3959

磯貝クリニック 西早稲田2-4-8 3232-1776

西北診療所 西早稲田3-12-4　サンハイツ早稲田ビル1F 3203-5660

植松医院 高田馬場1-32-14　 ＵＫビル2Ｆ 3209-5608

細谷医院 高田馬場3-27-2 3371-8755

牛山医院 高田馬場4-11-5 5386-3167

上落合真クリニック 上落合1-5-4　幸楽亭ビル1・2F 3363-5820

医療法人社団四葉会木島内科クリニック 上落合1-21-14 パストラール1Ｆ 3364-6321

目白ブライトクリニック 下落合3-21-3 1F 3565-5788

星野こどもクリニック 中落合2-16-26 5988-7133

落合ファミリークリニック 上落合2-11-16 5989-1477

落合駅前クリニック 上落合3-10-3　加藤ビル1F 5348-6535

オリエンタル診療所 西落合2-20-1 3565-3411

松本クリニック 西落合4-16-10 3951-1567

桑原医院 北新宿3-12-26 3368-4745

高橋医院 北新宿3-21-10 3371-8064
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西新宿小林クリニック 西新宿6-20-12 第2山口ビル4F 5989-0918
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【眼科】

地域※ 診療所 住所 電話番号

まさご眼科 四谷1-3　高増屋ビル4F 3350-3681

四谷三丁目駅前眼科 四谷3-7-24　ﾛｲｸﾗﾄﾝ四谷三丁目青い空ビル2F・3F 6380-4101

信濃町眼科クリニック 信濃町11-3　カシマビル2F 3357-0281

いわさき眼科 新宿3-32-5　日原ビル3F 5367-5455

神楽坂みなみの眼科 神楽坂5-21-1　長谷川ビル2Ｆ 6280-7690

小野眼科医院 新小川町6-5 3260-7044

薬王寺アイクリニック 市谷薬王寺町70　アルス市谷薬王寺1Ｆ 5227-7230

いずみ眼科 榎町33　ザ・スクエアー1F 3260-5248

あけぼのばし眼科 住吉町11-23　秋庭ビル2F 5369-0850

たかはし眼科クリニック 若松町33-9　クレドール若松町102 3208-6166

富久クロス眼科 富久町17-2　富久クロス1F 3351-1131

しらたき眼科 大久保1-3-13　三矢ビル2F 3207-5056

光眼科医院 百人町2-5-8　科研ビル203 3360-2240

尾城眼科医院 西早稲田1-2-3 3202-3998

加藤眼科医院 高田馬場1-24-14 3200-9307

晶眼科クリニック 高田馬場1-26-5　F1ビル4F 5272-1124

丸尾眼科 高田馬場3-3-1ユニオン駅前ビル3Ｆ 3361-0015

いなげ眼科 高田馬場1-21-10 豊電ビル3F 6380-2668

西早稲田眼科 高田馬場1-1-1　メトロシティ西早稲田2F 6380-2466

目白通りクリニック 下落合3-15-20　目白大和田マンション1F 5906-0755

目白眼科 下落合3-17-30　佐伯ビル2Ｆ 3952-7262

山本りかアイクリニック 上落合2-21-13 5331-6677

新宿眼科クリニック 北新宿2-21-1　新宿フロントタワー3Ｆ 5330-1788

小滝橋西野眼科クリニック 北新宿4-8-16　北新宿君嶋ビル3F 5389-0888

西新宿さいとう眼科 西新宿1-5-11　新宿三葉ビル7階 3343－8282

新宿西口駅前眼科　 西新宿1-7-1　松岡セントラルビル4Ｆ 5339-3388

西新宿5丁目駅前眼科 西新宿4-2-18　武居西新宿ビル3Ｆ 3373-0076

地域※ 診療所 住所 電話番号

皿井医院 四谷三栄町7-14 3353-0858

青柳耳鼻咽喉科 須賀町1-6　サンコート四谷1F 3355-3387

ふたばクリニック 左門町20　四谷メディカルビル2F 3351-4133

みみ・はな・のど神楽坂クリニック 神楽坂6-43　Ｋ'sＰlace403 6280-8048

矢来町耳鼻いんこう科医院 矢来町61-1 5225-0287
榎
町

耳鼻咽喉科山西クリニック 早稲田鶴巻町518　第一石川ビル2F 5155-0822
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若松河田耳鼻咽喉科クリニック 若松町31-4　エスタンシア2Ｆ 5292-3787

市村耳鼻咽喉科医院 西早稲田2-11-10 3203-3735

ヒロ医院 高田馬場3-2-5 ANビル7F 3369-3033

落合 久木田医院 西落合1-9-8 3952-5550
柏
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おおぬき耳鼻咽喉科 北新宿2-21-1　新宿フロンタワー3F 3227-1133
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新宿耳鼻科 西新宿1-12-10　八洋ビル4Ｆ 3349-1187
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