


2020年5月7日現在の情報
医療機関名 相談可能診療科 住所 相談受付電話番号 相談受付メールアドレス 対応可能日 対応可能時間等

いとうまもる診療所
脳神経外科　内
科　精神科

大阪府 泉南郡熊取町希望が丘　
3-7-14

072 - 453 - 2821 itoclinic@mamoruito.com 木
12時から13時　但し無理な場合
もあり

高橋まことクリニック 内科、外科
神奈川県 藤沢市石川1-1-20 SC
ビル2階

 -  - makoto@tm-clinic.jp 水 9:00～10:00、17:00～18:00

みなと元町内科クリニック
内科　心療内科　
ストレス科

兵庫県 神戸市中央区海岸通 6-
2-14  エレガリオ1階

078 - 371 - 8026 shimpei.kasagi@gmail.com 月,火,水,木,金 12時から16時

細川外科クリニック
一般内科、外
科、健康相談、

愛知県 名古屋市中村区西米野町
1-75-2

090 - 9122 - 2616 s-hosokawa@hosoge.com
月,火,水,木,金,
土,日,祝・祭日

電話は21時頃から23時頃、メー
ルはいつでも可

いわつき小児科クリニック
小児科アレル
ギー科

埼玉県 さいたま市岩槻区本町3-
2-32 東玉ビル2階

048 - 757 - 0800 rryuuta@icloud.com 水
13時から18時、相談出来ない日
もあります

黛（まゆずみ）泌尿器科内科医院 泌尿器科
群馬県 邑楽郡大泉町坂田1619-
3

0276 - 63 - 7800 soudan@sakadakai.com 木

メールは随時受け付けていま
す。電話希望の方はメールいた
だきましたら都合の良い時間を
連絡します。

南加瀬ファミリークリニック 内科
神奈川県 川崎市幸区南加瀬2-6-
8 南加瀬メディカルモール2階

044 - 588 - 1166 火,水,金 11:00-12:00,15:00-16:00

医）女性クリニックラポール 婦人科 広島県 広島市中区大手町5-3-1  -  - kyko021121@zphd.ftbb.net 月 15：00～16：00

医療法人かわせみ　八多病院
精神科、心療内
科

徳島県 徳島市八多町小倉７６  -  - jun.hatah@gmail.com 月,金 14:00-16:00

プライベートデンタルサロン 
Fukuda MKM

歯科一般、口臭 東京都 港区虎ノ門 03 - 5408 - 3747 info@fukudamkm.com
月,火,水,木,金,
土,日,祝・祭日

10:00-19:00

ほりクリニック 耳鼻咽喉科
東京都 大田区西蒲田７－１２－
６ 蓮沼パークハイツ１０１

03 - 3731 - 3108 masaaki@horiclinic.org 月,火,木,金 午後3時から5時30分

医療法人はしもと歯科医院 歯科
滋賀県 大津市本堅田4ー18ー38 
はしもと歯科医院

 -  - info@hashimotosika.jp 月,水 10時～16時

川崎こどもクリニック 小児科全般 大阪府 貝塚市木積６５６－７  -  - info@kawasaki-kc.jp
月,火,水,木,金,
土,日,祝・祭日

随時。返信はできるだけ早めに
したいと思いますが、当日夜に
なることもあります。

聚楽うしじまクリニック 耳鼻咽喉科
京都府 京都市中京区聚楽廻南町
41-2

070 - 5343 - 2061
jurakuushijimaclinic@gmail.
com

火,水,金,土 12：00-12：30

http://www.mamoruito.com/
http://tm-clinic.jp/
https://minatomibyo.com/index.html
http://www.hosoge.com/
http://www.iwatsuki-syounika.jp/
http://mayuzumi.com/
https://mina-fam.clinic/
http://www.women-rapport-clinic.com/
http://www.hatah.or.jp/
http://www.fukudamkm.com/
http://www.fukudamkm.com/
https://www.horiclinic.org/
http://www.hashimotosika.jp/
https://www.kawasaki-kc.jp/
http://www.ushijima-clinic.com/
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医療法人医心会 扇町メディカルクリ
ニック

心療内科、循環
器内科

大阪府 大阪市北区神山町１－７ 
アーバネックス神山町ビル２Ｄ

 -  - 
shermantree11111111@gm
ail.com

月,火,水,木,金,
土,日,祝・祭日

23時-24時

つきやま歯科医院 歯科
福岡県 福岡市中央区大名1-14-
8 バルビゾン９３　２F

092 - 738 - 8028 info@tenjin-tdc.com 月 9:00-17:00

みやはらレディースクリニック 婦人科 熊本県 熊本市西区春日7-21-15  -  - info@miyahara-lc.jp 月,火,水,金
メール確認後翌日には対応（可
能な限り）

あきるの杜きずなクリニック
小児科　内科　
外科　小児外科

東京都 あきる野市五日市149-1  -  - tekodaka@kizuna-cl.com 木,日,祝・祭日 15時以降

オリオン歯科
歯科、矯正歯
科、小児歯科、
予防歯科

愛知県 尾張旭市城前町1-11-18  -  - orion.shika@gmail.com 水 9：30から12：30

てしまクリニック 形成外科
東京都 文京区小石川1-3-23 
ル・ビジュー地下1階

 -  - 
teshima.hifu.keisei@gmail.c
om

水 9:00-17:00

津谷内科呼吸器科クリニック 呼吸器
広島県 広島市東区牛田早稲田1-
6-3

 -  - tsuya.clinic@gmail.com 月,火,水,木,金 返事は翌日以降

統合医療センター　福田内科クリ
ニック

呼吸器科　心療
内科　神経内科　
小児科ほか

島根県 松江市上乃木9-4-25 統
合医療センター　福田内科クリ
ニック

0852 - 27 - 1200 k.s.trust.forest@gmail.com
月,火,水,木,金,
土

12:30-13:00 (月-土)  18:00-
18:30(月・火・水・金)
*メールはいつでも可だが、深
夜や診療中は、すぐには対応で
きないことをご了承ください

医療法人　璃心会　オーラルケア・
プラザ　ハート歯科クリニック

歯科　歯科口腔
外科　小児歯科

大分県 大分市大在北1丁目２０
２番

 -  - heart-dc@clear.ocn.ne.jp
月,火,水,木,金,
土

13:00~14:00  18:00~19:00

健生クリニック 内科 青森県 弘前市扇町2-2-12  -  - 
toshinori.iida@kensei-
hospital.jp

月,火,水,木,金,
土,日

12時～13時・20時～21時

みゆきクリニック
精神科・心療内
科

東京都 港区高輪4－21－16 03 - 5447 - 1236 水,木 15時～16時

さいとう内科クリニック
内科、アレル
ギー科、泌尿器
科

大阪府 高槻市西冠1-12-8 たか
つき西冠ビル1階

 -  - info@saito-naikacl.com
木,土,日,祝・祭
日

木、日、祝・祭日は終日、土は
午後

http://www.omc1.jp/
http://www.omc1.jp/
https://www.tenjin-tdc.com/
https://miyahara-lc.jp/
http://www.teshima-hifu-keisei.com/
https://tsuyaclinic.net/
https://www.tougouiryou-fukudaclinic.com/
https://www.tougouiryou-fukudaclinic.com/
http://www.akishinkai.com/
http://www.akishinkai.com/
https://mental.or.jp/
https://saito-naikacl.com/
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医療法人顕夢会　ひろしば耳鼻咽喉科 耳鼻咽喉科
京都府 京田辺市山手西２－２－
３ 日東西ビル3階

 -  - hiro@hiroshiba.com 月,木
メールの返信は同日（状況にも
よる）

松本医院
内科　小児科　
呼吸器内科

兵庫県 神戸市灘区篠原南2丁目
4-5

078 - 861 - 0860 jmkenkou@maia.eonet.ne.jp 月,火,水,木,金 原則として午後2時から4時

赤羽もり内科・腎臓内科 腎臓内科 東京都 北区赤羽2-4-5 050 - 5374 - 6942
ikuro.m@akabanejinzonaika
.com

月,水,木,土 9時-11時、 14時-16時

ひもんや内科・消化器科診療所 内科、消化器科 東京都 目黒区碑文谷2-6-24  -  - info@himonya-naika.jp
月,火,水,木,金,
土,日,祝・祭日

随時

さんふらわあクリニック 内科
山口県 下松市琴平町２丁目１１
－２

 -  - 
sunflowerstaff@kvision.ne.j
p

月,火,水,木,金 返事に関しては随時

阿南いしばし医院 内科小児科外科
徳島県 阿南市西路見町元村28-
1

 -  - info@anan-ishibashi.com 火 15時から16時

新横浜かとうクリニック 内科
神奈川県 横浜市港北区新横浜2-
6-13 新横浜ステーションビル8
階

045 - 478 - 6180 kato@katoclinic.info 月,火,水,金,土 10：00～18：00

医療法人社団彩祥会　中島皮フ科

皮膚科・美容皮
膚科・形成外
科・アレルギー
科

東京都 北区赤羽2-23-2 鵬ビル
１、２階

 -  - 
nakashimahihuka@gmail.co
m

月,火,水,木,金,
土,日,祝・祭日

10：00～21：00

さわだクリニック 泌尿器科、内科 富山県 砺波市杉木2-121 0763 - 34 - 0121 epistaxis1975@yahoo.co.jp
月,火,水,木,金,
土,日,祝・祭日

終日

きずときずあとのクリニック 豊洲院 形成外科
都江東区豊洲5-6-29 パーク
ホームズ豊洲ザレジデンス1F

 -  - nayami@kizu-clinic.com 土,日,祝・祭日 18時～22時

医療法人社団　翠会　高柴歯科 歯科
神奈川県 川崎市川崎区渡田1-1-
2 リビエール石川203

044 - 366 - 5500 火,水,金 午後　1：30～　午後19：30～

中城クリニック 内科、放射線科
大阪府 大阪市東淀川区西淡路4-
25-70

06 - 6327 - 5002 月,水,金 11時から12時、4時から5時

元住吉こころみクリニック 精神科
神奈川県 川崎市中原区木月1-
28-5 メディカルプラザD元住吉
3階

 -  - ryota8739@gmail.com 木
メール対応のため、迅速な回答
のお約束はできませんがご了承
下さい。

https://matsumoto-iin.jp/
https://akabanejinzonaika.com/
http://www.himonya-naika.jp/
http://www.kvision.ne.jp/%7Esunflowerclinic/
https://katoclinic.info/
https://nakashima-hifuka.com/
https://sawada-clinic.com/
http://kizu-clinic.com/
http://www.takashiba,com/
https://cocoromi-cl.jp/
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むらかみひろし歯科医院 歯科
福岡県福岡市早良区飯倉3-
40-24

092 - 845 - 5580
staff@murakamihiroshi-
dc.com

月,火,水,金 10時から17時

広島中央健診所クリニック 消化器内科 広島県広島市中区八丁堀10-10 082 - 221 - 9281 月,水,金 11時から12時

とうじま内科・外科クリニック 肛門科
愛知県 名古屋市熱田区一番三丁
目3-6

052 - 684 - 4311 月,火,木,金 13時00分～14時30分

梶山内科 内科
広島県 広島市中区十日市町1-2-
22

082 - 293 - 5522 水,木 19時から19時半

クメンタクリニック
心療内科、精神
科、漢方内科

東京都 国分寺市本町3-8-18 Ｔ
Ｅ国分寺４階

 -  - 
control.coronavirus@gmail.c
om

月,火,金,土,日 11:00～17:00

四日市泊駅西整形外科腰痛頭痛クリ
ニック

整形外科 三重県 四日市市泊山崎町2-14  -  - dr3@dr3.jp 火,水,木,金,土 12:30-13:00 19:00-19:30

アマラクリニック表参道
精神科・心療内
科

東京都 東京都港区南青山３－１
０ー３８ 岩田ハウス１０１

03 - 6438 - 9869 info@amaraclinic.com 月,火,水,金,土 １０時から１９時

船津クリニック
産婦人科、漢方
薬、コロナ関係

静岡県富士市川成新町295 090 - 8068 - 2723 funatsu@tx.thn.ne.jp 月,火,水,金
電話:上記14:30-18:00  メール:
いつでも可(即返信不能)

あい歯科医院 歯科
埼玉県 川口市並木１丁目２３-
２４

048 - 255 - 2000 shimanao@nifty.com
月,火,水,木,金,
土,日,祝・祭日

メールならば24時間受付可能

医療法人社団崇寿会ふじかわ歯科医院
歯科　小児歯科　
歯科口腔外科　
矯正歯科

埼玉県 加市青柳5-22-28 2F  -  - 
muneyukifujikawa@gmail.
com

月,火,水,金,土,
日

月金20:00～21:30
火水金土日18:30～20:00

池袋オリーブメンタルクリニック 精神科
東京都東池袋1-44-15 プラン
ドール２階

03 - 6914 - 0709 木,金 ８時半から９時

ふくだレディースクリニック 産科婦人科 大阪府大阪市住吉区大領5-4-23  -  - info@fukuda-l.com 月,金 15-16時

岩手県立高田病院
内科、外科、小
児、整形、耳鼻
科

岩手県陸前高田市高田町太田５
６

0192 - 54 - 3221 月,火,水,木,金 12時ー１６時

医療法人社団明康会かない内科 内科、神経内科
千葉県千葉市緑区おゆみ野3-
22-6

043 - 226 - 9917 kanai.medical.c@gmail.com 月,火,木,金,土 9:00～18:00

https://murakamihiroshi-dc.com/
http://www.h-chuuken.or.jp/clinic/index.html
https://toujima.com/
http://kajiyama-naika.jp/
https://cmenta-clinic.jp/
https://www.tomariekinishi-seikei.net/
https://www.tomariekinishi-seikei.net/
http://www.amaraclinic.com/
https://www.funatsuclinic.com/
http://www.aishika.clinic/
https://iomc.jp/
https://fukuda-l.com/?fbclid=IwAR3jQk9R5wv32ToVu-Rj1BhdAJYjhvnrVXuVsaGE5LzS_n1ubVok58cN1gw
http://kmc.jupiter.bindcloud.jp/
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ほりもと内科消化器クリニック 消化器内科 大阪府柏原市国分西1-4-49  -  - info@horimoto-gi-clinic.com 月,火,水,木,金 １８時まで
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