
「届出による診療所の一般病床の設置」制度を利用した診療所一覧
平成２９年７月１日現在

番号 所在地 名称 開設者 設置病床数 特例種類 計画申請時期 病床設置時期 種類

1 世田谷区 冬城産婦人科医院
（医社）冬城産婦人科医
院

一般　４床 産科医療 平成20年11月13日 平成20年12月25日 増床

2 新宿区
医療法人社団川添記念会
四谷川添産婦人科

（医社）川添記念会 一般　６床 産科医療 平成21年2月17日 平成21年3月1日 増床

3 日野市 産婦人科コンチェルト 大村　浩 一般　１９床 産科医療 平成20年12月3日 平成21年4月1日 新規開設

4 目黒区 育良クリニック （医社）晴晃会 一般　１１床 産科医療 平成21年9月28日 平成21年10月18日 増床

一般　１８床 居宅等医療 平成21年11月12日 平成21年12月1日 新規開設

一般　１床 居宅等医療 平成25年2月27日 平成25年4月1日 増床

6 江戸川区 杉浦ウィメンズクリニック 杉浦　健太郎 一般　１２床 産科医療 平成21年11月12日 平成22年4月2日 新規開設

7 中央区
医療法人社団ウィミンズ・ウェルネス
対馬ルリ子ライフクリニック銀座

（医社）ウィミンズ・ウェル
ネス

一般　１床 産科医療 平成22年3月2日 平成22年4月7日 新規開設

8 台東区 たいとう診療所 （医社）輝生会 一般　８床 居宅等医療 平成22年7月12日 平成22年12月1日 新規開設

9 昭島市 マタニティークリニック小島医院 小島　良博 一般　６床 産科医療 平成21年9月10日 平成22年9月1日 増床

10 大田区
医療法人社団満穂会
前村医院

（医社）満穂会 一般　９床 産科医療 平成22年8月13日 平成22年11月1日 増床

11 江東区 砂町産婦人科医院 杉浦　聡 一般　１３床 産科医療 平成22年12月7日 平成23年1月22日 新規開設

12 清瀬市 武蔵野総合クリニック （医社）順洋会 一般　７床 居宅等医療 平成23年7月19日 平成23年9月1日 新規開設

13 豊島区 医療法人社団祐喜会　加塚医院 （医社）祐喜会 一般　２床 産科医療 平成23年7月15日 平成23年9月16日 増床

14 世田谷区 東京マザーズクリニック （医社）準和会 一般　９床 産科医療 平成23年10月3日 平成23年12月1日 新規開設

15 葛飾区
医療法人社団双泉会　いずみホームケ
アクリニック

（医社）双泉会 一般　１９床 居宅等医療 平成24年3月27日 平成24年6月1日 増床

16 小平市 医療法人社団Leialoha 中野産婦人科 (医社）Leialoha 一般　５床 産科医療 平成23年11月16日 平成24年7月13日 増床

17 大田区 医療法人社団伍光会　田園調布醫院 （医社）伍光会 一般　２床 居宅等医療 平成24年4月5日 平成24年8月1日 増床

18 杉並区 医療法人社団赤恵会　赤川クリニック （医社）赤恵会 一般　２床 産科医療 平成24年4月5日 平成24年8月15日 増床

19 八王子市 新クリニック 福嶺　紀隆 一般　１３床 産科医療 平成24年10月26日 平成27年7月1日 新規開設

20 稲城市
医療法人社団ルクール　ベリエの丘ク
リニック

（医社）ルクール 一般　１６床 産科医療 平成24年12月21日 平成25年4月1日 新規開設

21 杉並区 豊島産婦人科 豊島　克 一般　１床 産科医療 平成25年2月15日 平成25年5月11日 増床

22 北区
東京ふれあい医療生活協同組合　梶原
診療所

東京ふれあい医療生活
協同組合

一般　１９床 居宅等医療 平成25年5月17日 平成25年9月1日 新規開設

23 港区
医療法人財団順和会　山王バースセン
ター

（医財）順和会 一般　１９床 産科医療 平成25年6月14日 平成27年2月1日 新規開設

24 世田谷区 等々力産婦人科 鈴木　啓太郎 一般　１４床 産科医療 平成25年8月14日 平成26年11月17日 新規開設

25 品川区
医療法人社団あおい會　森山リハビリ
テーションクリニック

（医社）あおい會 一般　１９床 居宅等医療 平成25年2月28日 平成25年10月1日 新規開設

26 八王子市 いわさレディースクリニック 岩佐　紀宏 一般　１６床 産科医療 平成25年8月15日 平成26年2月17日 新規開設

27 葛飾区
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

（医社）聖マリア会 一般　１０床 産科医療 平成26年2月28日 平成26年3月14日 増床

28 葛飾区 医療法人社団淳友会　わたクリニック （医社）淳友会 一般　２床 居宅等医療 平成26年3月26日 平成26年4月17日 増床

29 世田谷区 池ノ上産婦人科 千代倉　由子 一般　１床 産科医療 平成26年7月24日 平成26年9月1日 新規開設

30 江東区
医療法人社団東壽会　東峯産科クリ
ニック

（医社）東壽会 一般　９床 産科医療 平成26年10月14日 平成26年10月31日 新規開設

31 稲城市
医療法人社団秀巧会　稲葉わかばクリ
ニック

（医社）秀巧会 一般　１９床 居宅等医療 平成27年1月23日 平成27年3月2日 新規開設

32 東久留米市 ペルフェ滝山マタニティクリニック （医社）恵輝会 一般　１０床 産科医療 平成27年3月12日 平成27年5月1日 新規開設

33 羽村市 羽村ひまわりクリニック 藤岡　朝峰 一般　１３床 産科医療 平成27年3月13日 平成28年1月1日 新規開設

34 足立区
医療法人社団三清会　足立本木腎クリ
ニック

（医社）三清会 一般　９床 居宅等医療 平成27年11月11日 平成28年1月7日 新規開設

35 あきる野市 あきなかレディースクリニック 中山　大栄 一般　１１床 産科医療 平成27年11月17日 平成28年2月1日 新規開設

36 板橋区 やまと診療所 （医社）焔 一般　２床 居宅等医療 平成28年4月18日 平成28年8月1日 新規開設

37 練馬区 栗林医院 町田　穣 一般　１５床 居宅等医療 平成28年11月25日 平成28年12月1日 新規開設

38 武蔵野市 池下レディースクリニック武蔵野 （医社）友久会 一般　１８床 産科医療 平成28年10月6日 平成28年12月21日 新規開設

39 町田市
医療法人社団大瑛会　訪問医療玉学
有床醫院

医療法人社団大瑛会 一般　１９床 居宅等医療 平成28年10月20日 平成29年6月7日 新規開設

5 羽村市
医療法人社団葵会
いずみクリニック

（医社）葵会

資料７－１


