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医療法人社団昭美会　新城医院 院長 新城　貴寿
新城　貴寿

新城　長昭
207-0023 東京都東大和市上北台3-446-15 042-565-3151 042-565-3735 http://www.shinjo-iin.com

すずのね内科・神経内科 院長 鈴木　均 鈴木　均 203-0032 東京都東久留米市前沢4-7-11 042-474-1112 042-474-1113
http://www.suzunone-

clinic.com

おおたか脳神経外科・内科 院長 大高　弘稔 大高　弘稔 190-0004
東京都立川市柏町4-56-1グロー

バルビル1FA
042-535-1177 042-535-1157 http://otaka-nouge.com

ねもと整形外科リウマチ科 院長 根本　理 根本　理 183-0045 東京都府中市美好町3-7-30 042-367-1600 042-367-1601 http://nemoto-seikei.jp/

古岡整形外科 院長 古岡　邦人 古岡　邦人 190-0032 東京都立川市上砂町3-55-10 042-535-5558 042-535-5588 https://furuoka-seikei.com/

医療法人社団　翠瑚会

ワタナベ整形外科
院長 渡邉　哲哉 渡邉　哲哉 205-0011

東京都羽村市五ノ神1-2-2羽村駅

東口前メディカルプラザ2F
042-570-1128 042-570-1187 http://www.suikokai.com/

三浦クリニック 院長 三浦　昇悟 三浦　昇悟 359-1164
埼玉県所沢市三ケ島3丁目1394-

4
042-938-2887 042-938-2889

http://miura-

chiryouin.jp/?page_id=61

みやはら整形外科 院長 宮原　進 宮原　進 189-0013
東京都東村山市栄町1-23-1-201

号
042-316-5562 042-316-5572

医療法人社団潮友会　うしお病院 院長 森川　五竜 渡邉　泰幸 196-0021 東京都昭島市武蔵野2-7-12 042-541-5423 042-546-5258 http://www.usio-hp.com/

医療法人社団千州会　ちかま医院 院長 千竃　学 千竃　学 208-0022 東京都武蔵村山市榎3-40-15 042-565-1265 042-565-1265

松前整形・形成外科・内科 院長 松前　秀治 松前　秀治 187-0032 東京都小平市小川町1-404-64 042-344-1666

医療法人社団健剛会

おぜきクリニック
理事長 小関　雅義 小関　雅義 208-0013 東京都武蔵村山市大南2-39-1 042-563-7001 042-633-4730 https://ozeki-cl.com/

奥住循環器内科クリニック 院長 栗原　朋宏 栗原　朋宏 208-0022 東京都武蔵村山市榎2-85-1 042-565-7723 042-565-7051
https://www.kurihara-

heart.com/

医療法人社団幸良会 きよせ松山ｸﾘﾆｯｸ 院長 松村　祐子
松村　祐子

野島　大輔
204-0022 東京都清瀬市松山2-1-3 042-491-1616 042-491-1616 http://kiyosecl.com/

医療法人社団椎野会

きよせ元町しいのｸﾘﾆｯｸ
理事長 椎野　豊 椎野　豊 204-0021

東京都清瀬市元町1-8-19アーク

清瀬1F
042-493-9880 042-491-7743

http://www.shiino-

clinic.com/

医療法人社団真整会　吉村整形外科 院長 吉村　玲央 吉村　玲央 187-0031

東京都小平市小川町東町1-18-

29

仁平記念クリニックビル1・2F

042-345-6485 042-345-6786
http://yoshimura-

seikeigeka.com/

むさしやまと整形外科 院長 杉村　健太 杉村　健太 207-0004
東京都東大和市清水3-800-1

レベルエイト2階
042-590-4970 042-590-4970

https://www.musashiyamato.

com/
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医療法人社団梨杏会

なかむら整形外科
院長 中村　貴 中村　貴 359-0023

埼玉県所沢市東所沢和田1-1-8東

所沢クリニックステーション2F
04-2941-6636 04-2941-6637

http://nakamura-

seikeigeka.jp/

医療法人社団昭成会　半田医院 院長 理事長 半田　宏一 半田　宏一 208-0013 東京都武蔵村山市大南3-54-16 042-564-8649 042-564-1085

医療法人司命堂　梶原医院 理事長 梶原　功嗣 梶原　功嗣 252-0171
神奈川県相模原市緑区与ノ瀬

1091
042-685-0611 042-685-0612

http://simeido-

kajiwaraiin.jp/

医療法人社団順洋会

武蔵野総合クリニック
院長 守山　典宏 下村　洋（理事長） 204-0021 東京都清瀬市元町1-8-30

042-496-7015

（外来）

042-497-8572

042-496-7200
http://www.6340-

group.jp/clinic/index.html

医療法人社団博永会　島田整形外科 院長 島田　克博 島田　克博 203-0032
東京都東久留米市前沢5-24-23

1F
042-470-9511 042-470-9512

https://www.shimada--

seikei.com

医療法人社団而令会

蓮村整形外科内科
院長 清水　弘之

清水　弘之（整形外

科）

蓮村　友樹久（内科）

196-0014 東京都昭島市田中町2丁目24-26 042-545-4312 042-545-5975

医療法人社団喜平会　奥島病院 院長 奥島　雄一郎 奥島　雄一郎 183-0045 東京都府中市美好町1-22 042-360-0033 042-361-0699
https://www.okushima-

h.com/

医療法人社団　山之内整形外科 理事長 山之内　晋 山之内　晋 187-0042 東京都小平市仲町241-16 042-341-0451

社会福祉法人恩賜財団

東京都同胞援護会 昭島病院
院長 上原　淳 上原　淳 196-0022 東京都昭島市中神町1260番地 042-546-3111 042-545-5175 http://www.aki-hp.jp

医療法人社団英友会　高橋医院 院長 高橋　英樹
高橋　英樹

佐藤　英美
207-0021 東京都東大和市立野2-3-17 042-565-7001 042-562-7946

立川中央病院 院長（内科） 谷口　正幸 鈴木　聡彦 190-0023 東京都立川市柴崎町2-17-14 042-522-7171 042-522-1123 https://www.tactis.or.jp

社会医療法人財団大和会

武蔵村山病院
院長 鹿取　正道 鹿取　正道 208-0022 東京都武蔵村山市榎1-1-5 042-566-3111 042-566-3100

http://yamatokai.or.jp/musas

imurayama

狭山ヶ丘東口整形外科 院長 村尾　頼一 村尾　頼一 359-1106 
埼玉県所沢市東狭山ヶ丘1-3-1ソ

レイユ1F
04-2946-8182 04-2946-8186

https://www.gaoka-

sport.com

http://nakamura-seikeigeka.jp/
http://nakamura-seikeigeka.jp/
http://simeido-kajiwaraiin.jp/
http://simeido-kajiwaraiin.jp/
http://www.6340-group.jp/clinic/index.html
http://www.6340-group.jp/clinic/index.html
https://www.shimada--seikei.com/
https://www.shimada--seikei.com/
https://www.okushima-h.com/
https://www.okushima-h.com/
http://www.aki-hp.jp/
https://www.tactis.or.jp/
http://yamatokai.or.jp/musasimurayama
http://yamatokai.or.jp/musasimurayama
https://www.gaoka-sport.com/
https://www.gaoka-sport.com/


村山医療センター登録医療機関名簿

医療機関名 代表者役職 代表者名 登録医氏名 郵便番号 医療機関住所 電話番号 FAX番号 URL

医療法人社団吾勢会　指田医院 院長 指田　純 指田　純 188-0011 東京都西東京市田無町4-2-11 042-461-1128 042-461-1136 http://www.sashida-clinic.jp

医療法人社団豊信会　草花クリニック 理事長 下村　智 下村　智 197-0802 東京都あきる野市草花2724番地 042-558-7127 042-558-7143
https://www.kusabanaclinic.j

p

社会医療法人至仁会　圏央所沢病院 院長 谷川　達也 谷川　達也 359-1106
埼玉県所沢市東狭山ヶ丘4-

2692-1
04-2920-0500 04-2920-0501 https://sijinkai-ken-o.com

吉田整形外科クリニック 院長 吉田　亮 吉田　亮 189-0014
東京都東村山市本庁2-8-2　プラ

イムビル103
042-395-7700 042-395-2828 http://yoshida-seikei.com

医療法人社団仁成会　高木病院 院長 南　明宏
高木　直（整形外科）

南　明宏（内科）
198-0021 東京都青梅市今寺5-18-19 0428-31-5255 0428-31-0922 http://www.takagi-hp.or.jp

千葉医院 院長 千葉　正敏 千葉　正敏 198-0024
東京都青梅市新町2丁目32番地

の1
0428-32-5888 0428-32-5720 https://www.chiba-iin.jp

社会福祉法人鶴風会

東京小児療育病院
院長 椎木　俊秀 椎木　俊秀 208-0011 東京都武蔵村山市学園4-10-1 042-561-2521 042-566-3753 http://kakufuh.com

豊岡第一病院 院長 山根　哲二 山根　哲二 358-0007
埼玉県入間市大字黒須1369番地

3
04-2964-6311 04-2964-6312 http://toyooka1.co.jp/shinryo

林整形形成外科 院長 林　靖邦 林　靖邦 190-0001 東京都立川市栄町2-59-16 042-534-1131 042-534-1131
http://clover2018-

9.byoinnavi.jp/pc

医療法人社団東晴会

伊奈平南クリニック
院長 田中　大晴 田中　大晴 208-0023 東京都武蔵村山市伊奈平4-4-1 042-560-1311 042-569-1312 http://www.inacli.com/

医療法人社団　村山診療所 院長 山内　立行 山内　立行 208-0012 武蔵村山市緑が丘1492-47-28 042-561-1341 042-561-1340 yama8888@yahoo.co.jp

ミソラ歯科クリニック 院長 林　裕 林　裕 208-0022 東京都武蔵村山市榎1-7-21 042-520-1118 042-520-1119 http://www.misora-dc.com

かめい内科・外科クリニック 院長 亀井　隆雄 亀井　隆雄 208-0034 東京都武蔵村山市残堀2-14-1 042-531-8998 042-531-1016 http://kameiclinic.jp

向日葵クリニック 院長 水野　真理 水野　真理 208-0011 東京都武蔵村山市学園3-88-2 042-562-1983 042-564-1815
https://www.musamura-

himawari-cl.com

浅香医院 院長 井上　さやか 井上　さやか 207-0002 東京都東大和市湖畔1-1043-39 042-563-4397 042-563-4406

今井医院 院長 今井　俊夫 今井　俊夫 207-0014 東京都東大和市南街5-36-8 042-561-3753 042-563-8847 https://imai.clinic

http://www.sashida-clinic.jp/
https://www.kusabanaclinic.jp/
https://www.kusabanaclinic.jp/
https://sijinkai-ken-o.com/
http://yoshida-seikei.com/
http://www.takagi-hp.or.jp/
https://www.chiba-iin.jp/
http://kakufuh.com/
http://toyooka1.co.jp/shinryo
http://clover2018-9.byoinnavi.jp/pc
http://clover2018-9.byoinnavi.jp/pc
mailto:yama8888@yahoo.co.jp
http://www.misora-dc.com/
http://kameiclinic.jp/
https://www.musamura-himawari-cl.com/
https://www.musamura-himawari-cl.com/
https://imai.clinic/


村山医療センター登録医療機関名簿

医療機関名 代表者役職 代表者名 登録医氏名 郵便番号 医療機関住所 電話番号 FAX番号 URL

石井内科・ペインクリニック 院長 石山　四郎 石山　四郎 207-0014 東京都東大和市南街1-39-9 042-563-1027 042-563-1028

学園クリニック 院長 岩田　俊博 岩田　俊博 208-0011 東京都武蔵村山市学園3-59-2 042-564-5358 042-564-5374

医療法人社団　幸陸会　南街診療所 院長 木住野　哲 木住野　哲 207-0014 東京都東大和市南街5-30-7 042-561-3321 042-566-3881

三ツ藤内科クリニック 院長 吉野　保江 吉野　保江 208-0021
東京都武蔵村山市三ツ藤2-9-1

ﾚｼﾞﾃﾞﾝｽ三ツ藤1Ｆ
042-520-2055 042-520-2056

https://www.mitsutujinaika.c

om

医療法人社団　石山医院 院長 石山　紘 石山　紘 207-0014 東京都東大和市南街1-32-4 042-590-5688 042-590-5685

https://www.mitsutujinaika.com/
https://www.mitsutujinaika.com/

