
医療機関名 住所 ウェブサイト

くすの木レディースクリニック北千住 東京都足立区千住３－１　２Ｆ https://www.kusunoki.tokyo/

長門クリニック 東京都足立区中川２－５－８ https://www.nagato-clinic.or.jp/

豊島病院　産婦人科 東京都板橋区栄町３３－１ https://www.tmhp.jp/toshima

葛西産婦人科 東京都江戸川区東葛西６－８－６ http://www9.plala.or.jp/GT-KASAI/

三枝産婦人科医院 東京都江戸川区西葛西３－１８－１ https://www.saigusa.or.jp/

大鳥居医院 東京都大田区西糀谷３－８－１６ https://ootorii-iin.or.jp/

瀬尾医院 東京都大田区池上６－２０－１ https://www.seo-clinic.jp/

馬込中央診療所 東京都大田区中馬込１－５－８ http://www.shoeikai.com/shinryo/

木下産婦人科医院 東京都葛飾区東堀切１－１５－１０ https://www.kinoshita-lc.com/

東京フェリシアレディースクリニック 東京都葛飾区立石８－９－６ https://www.tokyo-felicia.com/

スワンレディースクリニック 東京都北区王子４－２７－７ https://www.swan-lc.com/

五の橋産婦人科 東京都江東区亀戸６－１－６ https://www.gonohashi-sanfujinka.com/

東峯婦人クリニック 東京都江東区木場５－３－１０ https://www.toho-clinic.or.jp/

城南レディスクリニック 東京都品川区旗の台３－１４－９ http://www.johnan-clinic.com/

はなおかレディースクリニック 東京都品川区南大井６－１７－１５　第二タジマビル３Ｆ https://www.hanaoka-ladiesclinic.com/

新宿南口レディースクリニック 東京都渋谷区代々木２－７－５－３Ｆ https://www.fetus-clinic.com/

日本赤十字社医療センター　産科 東京都渋谷区広尾４－１－２２ https://www.med.jrc.or.jp/

広尾レディース 東京都渋谷区恵比寿１－１２－１　５Ｆ https://www.hiroo-ladies.com/

聖母病院　産婦人科 東京都新宿区中落合２－５－１ https://www.seibokai.or.jp/

まきレディスクリニック 東京都新宿区高田馬場１－２８－１８　和光ビルＡ棟２Ｆ https://maki-lc.jp/

佼成病院　産婦人科 東京都杉並区和田２－２５－１ http://www.kosei-hp.or.jp/

あんずレディースクリニック 東京都墨田区吾妻橋２－３－９　２Ｆ https://www.anzu-ladies.com/

錦糸町駅前レディースクリニック 東京都墨田区江東橋４－２７－１４　錦糸町パルコ７Ｆ https://kinshicho-ladies.com/

中林病院 東京都墨田区東向島３－２９－９ http://www.nakabayashi-hp.com/

菊池産婦人科 東京都世田谷区宮坂３－２９－１ https://kikuchisanfujinka.com/

国立成育医療研究センター　周産期遺伝外来 東京都世田谷区大蔵２－１０－１ https://www.ncchd.go.jp/

田中産科婦人科 東京都世田谷区松原２－３０－６ https://tanaka0028.cocolog-nifty.com/

東京マザーズクリニック 東京都世田谷区上用賀４－５－１ https://mothers-clinic.jp/

等々力産婦人科 東京都世田谷区等々力７－３－２０ https://todoroki-7.jp/

ともこレディースクリニック下北沢 東京都世田谷区北沢２－１２－４　新第二松屋ビル３Ｆ https://tomokoclinic.jp/

冬城産婦人科医院 東京都世田谷区深沢６－２０－８ https://www.fuyukilc.or.jp/

三宅宮コパレディースクリニック 東京都世田谷区上野毛３－２３－２２ https://miyakemiya-ladies.jp/

オーク銀座レディースクリニック 東京都中央区銀座２－６－１２　Ｏｋｕｒａ　Ｈｏｕｓｅ７Ｆ https://www.oakclinic-group.com/ginza_ladys/

銀座吉田医院 東京都中央区銀座２－４－８－９Ｆ https://www.yoshida-iin.com/

八丁堀さとうクリニック 東京都中央区新川２－２８－２　メディカルプライム７Ｆ https://hatchobori-sato.clinic/

ＦＭＣ東京クリニック 東京都千代田区飯田橋１－３－２　曙杉館２Ｆ http://www.fmctokyo.jp/

加塚医院 東京都豊島区駒込２－５－５ https://www.kazuka.jp/

関根ウィメンズクリニック 東京都練馬区早宮２－２４－１０ http://www.sekine-clinic.or.jp/

練馬総合病院　産婦人科 東京都練馬区旭丘１－２４－１ https://nerima-hosp.or.jp/

誠ウィメンズクリニック 東京都文京区関口１－１８－６ http://www.sei-clinic.jp/

東京医科歯科大学医学部附属病院　遺伝子診療科 東京都文京区湯島１－５－４５ https://www.tmd.ac.jp/medhospital/

東京大学医学部附属病院　女性診療科・産科 東京都文京区本郷７－３－１ https://www.h.u-tokyo.ac.jp/

麻布ウィメンズクリニック 東京都港区麻布十番２－３－１２　ベルフォーレ麻布３階 https://azabu-womens.com/

神田第二クリニック 東京都港区西麻布３－２０－１４　梅田ビル２Ｆ http://www.kanda2nd.com/

山王バースセンター 東京都港区赤坂８－１０－１６ https://www.sannoclc.or.jp/birth/

山王病院　産科・婦人科部門 東京都港区赤坂８－５－３５ https://www.sannoclc.or.jp/hospital/

東京慈恵会医科大学附属病院　母子医療センター 東京都港区西新橋３－２５－８ https://www.hosp.jikei.ac.jp/

広尾　峰岸産婦人科 東京都港区南麻布５－１５－２７　８Ｆ http://minegishi-obgyn.com/

堀産婦人科 東京都港区高輪３－７－８ https://www.hori3541.or.jp/

まつみレディースクリニック三田 東京都港区芝４－５－８池藤ビル３Ｆ https://matsumi-lc.jp/

丸茂レディースクリニック 東京都港区六本木１－６－１　泉ガーデンタワー４Ｆ https://www.marumo-ladies.jp/

みなとウィメンズクリニック 東京都港区芝浦４－１２－３９　ロジックビル３Ｆ https://minato-womens.com/

あんどうレディスクリニック 東京都目黒区大橋２－２３－１西渋谷ハイウェイビル６Ｆ http://www.andoladys.com/

育良クリニック 東京都目黒区上目黒１－２６－１　中目黒アトラスタワー４Ｆ https://www.ikuryo.or.jp/

純子ウィメンズクリニック自由が丘 東京都目黒区自由が丘２－１６－１１ https://junko-cl.com/

平田クリニック 東京都目黒区平町１－２６－２０ https://hi-gyn.jp/

みやぎしレディースクリニック 東京都目黒区八雲１－３－６　Ｋ－ｃｒｏｓｓビル３０１ https://miyagishi-lc.com/
赤枝医院 東京都多摩市関戸2-69-3 https://akaeda-clinic.com/
アルテミス ウイメンズ ホスピタル 東京都東久留米市中央町1-1-20 https://artemis.tokyo/
飯野病院 東京都調布市布田4-3-2 http://www.iino-hospital.or.jp/
池下レディースクリニック武蔵野 東京都武蔵野市中町2-4-5 https://www.ikeshita-musashino.com/
いわさレディースクリニック 東京都八王子市高倉町46-2 https://iwasa-lc.jp/
内野産婦人科小児科 東京都国立市東1-8-6　国立メディカルセンター https://www.medical-center.co.jp/uchino.php
貝原レディースクリニック 東京都府中市府中町2-5-8 https://sites.google.com/view/kaibara-ladies
金子レディースクリニック 東京都調布市調布ケ丘3-19-13 http://www.kaneko-ladies.com/
公立阿伎留医療センター　産婦人科 東京都あきる野市引田78-1 https://www.akiru-med.jp/
榊原記念病院　産婦人科 東京都府中市朝日町3-16-1 https://www.hp.heart.or.jp/
柴田産婦人科医院 東京都八王子市横川町515 https://shibata.or.jp/
ジュンレディースクリニック小平 東京都小平市喜平町1-14-20 http://www.jun-lc-kodaira.com/
立川相互病院　産婦人科 東京都立川市緑町4-1 https://www.t-kenseikai.jp/tachisou/
都南産婦人科 東京都町田市中町4-11-6 https://www.tonan-sanfujinka.com/
永井産婦人科病院 東京都立川市幸町4-27-1 https://www.nagai-h.com/
花小金井レディースクリニック 東京都小平市花小金井南町1-19-3 https://www.hanako-ladies.com/
日野市立病院　産婦人科 東京都日野市多摩平4-3-1 http://hospital.city.hino.tokyo.jp/
ベリエの丘クリニック 東京都稲城市若葉台2-14-2 https://belier-cl.jp/
ペルフェ滝山マタニティクリニック 東京都東久留米市滝山5-3-6 https://www.perfe.jp/
ベルンの森クリニック 東京都町田市小山ケ丘4-3-1 https://www.bern-cl.jp/
町田市民病院　産婦人科 東京都町田市旭町2-15-41 http://machida-city-hospital-tokyo.jp/
むさしのレディースクリニック 東京都武蔵野市境南町2-2-11 https://musashino-ladies.jp/

医療機関名 住所 ウェブサイト
愛育病院 神奈川県大和市南林間2-14-13 https://www.aiiku-hos.or.jp/
あおのウイメンズクリニック 神奈川県横浜市戸塚区戸塚町3970-4 https://aono-womens.clinic/
芥川バースクリニック 神奈川県川崎市麻生区上麻生5-47-1 https://akutagawa-birth.com/
太田総合病院　産婦人科 神奈川県川崎市川崎区日進町1-50 https://www.ota-g-hospital.com/index.html
上永谷レディースクリニック 神奈川県横浜市港南区上永谷2-11-1 http://kaminagayalc.com/
北村医院 神奈川県川崎市中原区木月2-14-6 https://www.kitamura-hosp.com/
港南台レディースクリニック 神奈川県横浜市港南区港南台4-1-1 https://kounandai-lc.jp/
こすぎレディースクリニック 神奈川県川崎市中原区小杉町3-1501-1 http://kosugi-ladies.jp/
湘南藤沢徳洲会病院　産科・婦人科 神奈川県藤沢市辻堂神台1-5-1 https://fujisawatokushukai.jp/
昭和大学藤が丘病院　産婦人科 神奈川県横浜市青葉区藤が丘1-30 https://www.showa-u.ac.jp/SUHF/
昭和大学横浜市北部病院　出生前検査外来 神奈川県横浜市都筑区茅ヶ崎中央35-1 https://www.showa-u.ac.jp/SUHY/
鈴木産婦人科 神奈川県川崎市多摩区登戸3355 https://www.suzuki-sanfu.com/
せき藤沢レディースクリニック 神奈川県藤沢市南藤沢20-20 http://www.seki-ladies.com/
総合川崎臨港病院　産婦人科 神奈川県川崎市川崎区中島3-13-1 http://rinko.or.jp/
茅ヶ崎市立病院　産婦人科 神奈川県茅ヶ崎市本村5-15-1 https://hosp.city.chigasaki.kanagawa.jp/
綱島ゆめみ産婦人科 神奈川県横浜市港北区綱島西3-2-23 https://www.yumemi-sanfujinka.com/
なおこレディースクリニック 神奈川県横浜市都筑区茅ケ崎中央6-1 https://naoko-lc.com/
Birth & Ladies' Clinic Sola 神奈川県横浜市都筑区北山田2-2-1 https://www.solaclinic.jp/

東京都

本ページでは、実施医療機関の一部のみを掲載しております。各ホームページに検査の記載がある医療機関等に限っています。実際には、より多くの医療機関で
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ひまわりレディース＆マタニティクリニック 神奈川県平塚市四之宮2-11-30 http://himawari-lmc.org/
的野ウィメンズクリニック 神奈川県横浜市神奈川区六角橋1-6-14 https://www.matono-womens.com/
矢内原医院 神奈川県鎌倉市大船2-17-18 https://www.yanaihara.com/
横浜市立大学附属病院　遺伝子診療科 神奈川県横浜市金沢区福浦3-9 https://www.yokohama-cu.ac.jp/fukuhp/
横浜南共済病院　産婦人科 神奈川県横浜市金沢区六浦東1-21-1 https://www.minamikyousai.jp/
レディスクリニック　フォレスタヴェルデ 神奈川県横浜市都筑区中川中央2-5-11 https://foresta-verde.jp/

医療機関名 住所 ウェブサイト
あいち小児保健医療総合ｾﾝﾀｰ 愛知県大府市森岡町7丁目426番地 https://www.achmc.pref.aichi.jp/department/sanka/index.html
医療法人東恵会 星ヶ丘ﾏﾀﾆﾃｨ病院 愛知県名古屋市千種区井上町27番地 https://www.toukeikai.com/
医療法人 平竹ｸﾘﾆｯｸ 愛知県名古屋市北区敷島町48-1 https://www.hiratake.com/
ｴﾝｼﾞｪﾙﾍﾞﾙﾎｽﾋﾟﾀﾙ 愛知県岡崎市錦町5-1 https://www.angelbells.jp/
ｵﾚﾝｼﾞﾍﾞﾙｸﾘﾆｯｸ 愛知県蒲郡市神明町23-21 https://www.orangebell.jp/

ｸﾞﾘｰﾝﾍﾞﾙｸﾘﾆｯｸ 愛知県豊田市若林東町棚田160-1
https://www.greenbells.jp/?gclid=CjwKCAiAp8iMBhAqEiwAJb
94zy0I7vaDiX7JmoaSyaL7xhb-CS1xANYkY7-
eVTS5gPo9cqJ6Ywr2vRoCO04QAvD_BwE

ｾﾌﾞﾝﾍﾞﾙｸﾘﾆｯｸ 愛知県稲沢市小池4-122 https://www.sevenbells.jp/
種村ｳｨﾒﾝｽﾞｸﾘﾆｯｸ 愛知県名古屋市天白区野並1-265 https://www.drtanemura.com/
名古屋ﾊﾞｰｽｸﾘﾆｯｸ 愛知県名古屋市名東区引山3-201-1 https://www.nagoya-bc.com/
ﾊﾟｰｸﾍﾞﾙｸﾘﾆｯｸ 愛知県豊橋市南松山町153 https://www.parkbell.jp/
平竹ｸﾘﾆｯｸ 愛知県名古屋市北区敷島町48-1 https://www.hiratake.com/
平針北ｸﾘﾆｯｸ 愛知県日進市赤池町屋下306-2 https://www.hirabarikita-clinic.com/
ﾋﾟｰﾁﾍﾞﾙｸﾘﾆｯｸ 愛知県安城市新田町小山117 https://www.peachbells.jp/
ﾌｪｱﾘｰﾍﾞﾙｸﾘﾆｯｸ 愛知県岡崎市中島町鮫田12番地 https://www.fairybell.jp/
ﾌｫﾚｽﾄﾍﾞﾙｸﾘﾆｯｸ 愛知県名古屋市守山区上志段味羽根前600 https://www.forestbell.jp/
まのﾚﾃﾞｨｰｽｸﾘﾆｯｸ 愛知県名古屋市港区七反野1-806-1 https://yuhookai.jp/MLC00_top.html
八事ﾚﾃﾞｨｰｽｸﾘﾆｯｸ 愛知県名古屋市天白区音聞山810 https://www.yagoto-lc.net/
山口ﾚﾃﾞｨｽｸﾘﾆｯｸ 愛知県名古屋市南区駈上2-7-1 https://y-lc.net/
ﾛｲﾔﾙﾍﾞﾙｸﾘﾆｯｸ 愛知県名古屋市緑区鳴海町水広下93-195 https://www.royalbell.jp/

医療機関名 住所 ウェブサイト
京都第一赤十字病院 京都府京都市東山区本町15-749 http://www.kyoto1-jrc.org/shinryo-detail/sanfujin/nipt.html
産科・婦人科 江川クリニック 京都市東山区三条通東入大橋町102-1 4F https://egawaclinic-kyoto.com/

身原病院 京都府京都市西京区上桂宮ノ後町6-8
https://www.mihara.com/obstetrics/?http://www.mihara.co
m/other/appointment.html&gclid=EAIaIQobChMIt8mFpPOl8gI
VJsmUCR3x_wPmEAAYASAAEgLTf_D_BwE

山元病院 京都市中京区岩上通蛸薬師下る宮本町795 http://www.yamamoto-hospital.gr.jp/smp/index.php

医療機関名 住所 ウェブサイト
いわいレディースクリニック 大阪府大阪市北区天神橋４－１１－６　ミクシーワンビル３Ｆ www.iwai-lc.com
うめだファティリティークリニック 大阪府大阪市北区豊崎３－１７－６ http://umeda-fc.org/
川口レディースクリニック 大阪府池田市呉服町１－１　サンシティ池田３Ｆ https://kawaguchi-ladies.com/
関西医科大学附属枚方病院 大阪府枚方市新町２－３－１ http://www.kmu.ac.jp/hirakata/
ケイ・レディースクリニック 大阪府大阪市都島区都島北通１－２２－１０ http://www.kei-ladiesclinic.jp/
小阪産病院 大阪府東大阪市菱屋西３－６－８ http://www.kosaka.or.jp/
沢井産婦人科医院 大阪府大阪市住吉区遠里小野３－４－８ http://www.sawai-lc.com
ジュンレディースクリニック千里丘 大阪府摂津市千里丘２－１５－１６ http://www.jun-lc-senrioka.com/
神道レディースクリニック 大阪府門真市向島町３－３５　ベアーズＢ棟２Ｆ http://www.shindoh-clinic.jp/
すとうレディースクリニック 大阪府大阪市中央区南船場３－１１－２４東京都市開発御堂筋ビル http://www.sutou-lc.com/
ちもりメディカルクリニック 大阪府大阪市福島区野田３－１２－１４ソフィアコート野田１Ｆ https://www.chimori.com/
なりもとレディースホスピタル 大阪府枚方市岡東町１４－２８ http://narimoto-lh.com/
ふくだあやレディースクリニック 大阪府大阪市北区紅梅町１－６　カザリーノビル１Ｆ https://fukuda-aya.com/
ふくだレディースクリニック 大阪府大阪市住吉区大領５－４－２３ http://fukuda-l.com/
ベルランド総合病院 大阪府堺市中区東山５００－３ https://www.seichokai.or.jp/bell/
まつおかレディースクリニック 大阪府大阪市北区豊崎３－２０－１０　大明ビル２Ｆ http://matsuoka-lcl.com/
ゆたかマタニティ超音波クリニック 大阪府大阪市平野区瓜破１－６－６ https://yutaka-maternity.com/index.html
よりおか胎児クリニック 大阪府大阪市阿倍野区阿倍野筋１－１－４３　２１Ｆ https://yorioka-taiji-clinic.com/
脇本産婦人科 大阪府大阪市天王寺区空堀町１－１９ http://wakimoto-obgyn.com/

大阪府

京都府

愛知県
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