
他の施設で生まれた児の新生児聴覚検査を実施している医療機関リスト

千代田区 三楽病院 101-8326 千代田区神田駿河台2-5 03-3292-3981 生後30日まで
予約が必要です。小児科外来へ
電話で御相談下さい。

自動ABR

港区 国際医療福祉大学三田病院 108-8329 港区三田1-4-3 03-3451-8121 生後14日まで
OAE、ABR、
ASSR

港区 東京都済生会中央病院 108-0073 港区三田1-4-17 03-3451-8211 生後半年まで ABR

港区 虎の門病院 105-8470 港区虎ノ門2-2-2 03-3588-1111 生後30日まで

・重複障害がなく、全身状態が安
定していて外来で検査可能なお
子さん。
・10時30分までにご来院が必要と
なります。詳細については必ずあ
らかじめお電話でご確認のうえ、
ご来院ください。

自動ABR

新宿区
国立国際医療研究センター
病院

162-8655 新宿区戸山1-21-1 03-3202-7181 生後14日まで
予約が必要です。小児科外来へ
電話で御相談下さい。

自動ABR

文京区 東都文京病院 113-0034 文京区湯島3-5-7 03-3831-2181
生後3～4か月ま
で

自動ABR

墨田区 大倉医院 131-0031 墨田区墨田1-10-4 03-3611-4077 特に設けていない OAE

墨田区 賛育会病院 130-0012 墨田区太平3-20-2 03-3622-9191 生後90日まで 自動ABR

墨田区 同愛記念病院 130-0033 墨田区横網2-1-11 03-3625-6381 生後30日まで 自動ABR、OAE

墨田区 都立墨東病院 130-8575 墨田区江東橋4-23-15 03-3633-6151 生後28日まで
自動ABR、OAE、
ABR

江東区 東峯婦人クリニック 135-0042 江東区木場5-3-10 03-3630-0303 生後28日まで 自動ABR

目黒区 東京医療センター 152-8902 目黒区東が丘2-5-1 03-3411-0111 生後30日まで 自動ABR

大田区 荏原病院 145-0065 大田区東雪谷4-5-10 03-5734-8000 生後30日まで
小児科の受診予約をしてから来
院をお願いします。

自動ABR

大田区
東邦大学医療センター
大森病院

143-8541 大田区大森西6-11-1 03-3762-4151 生後60日まで
新生児科の予約が必要です。小
児医療センター（小児科外来）へ
電話でご相談ください。

自動ABR

大田区 前村医院 143-0014 大田区大森中2-19-17 03-3761-3955 生後１か月まで 自動ABR

世田谷区 青木産婦人科医院 156-0043
世田谷区松原3-40-7
パインフィールドビル3F

03-3327-0702 生後30日まで 自動ABR

検査使用機器

〇他の施設で生まれた児の新生児聴覚検査を実施している医療機関リスト
以下の医療機関では、他の施設（医療機関及び助産所）で生まれた児に対して検査を実施しています。
詳細は各医療機関へお問い合わせください。　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　           　    　 令和元年8月5日現在

所在地
（区市町村）

医療機関名 郵便番号 住所 電話番号 受入れ可能日齢 実施条件等

・都内区市町村から配布される「新生児聴覚検査受診票」を医療機関へ提出すると、検査の費用の一部（上限3,000円）が 

 助成 されます。また、その他に診察代等の費用が別途かかることがあります。詳細は各医療機関へお問い合わせください。 

※助成を受けるためには、「新生児聴覚検査受診票」が必要です。 

   この受診票は、生後1か月頃までにご利用ください。（有効期限：生後50日に達する日まで） 

・医療機関によって「受入可能日齢」が異なりますのでご注意ください。また、「新生児聴覚検査受診票」の有効期限（生後 

 50日に達する日まで）を過ぎて検査を受けた場合や、助成対象外となる検査を実施した場合には検査費用は公費助成の 

 対象外となり、自己負担となります。なお、事前予約が必要となることがありますので、必ず事前に医療機関へお問い合わ 

 せいただき、ご確認のうえ、検査をお受けください。 

・「新生児聴覚検査受診票」、「母子健康手帳」、「保険証」（交付されている場合）を持参のうえ、検査をお受けください。 



他の施設で生まれた児の新生児聴覚検査を実施している医療機関リスト

検査使用機器
所在地

（区市町村）
医療機関名 郵便番号 住所 電話番号 受入れ可能日齢 実施条件等

世田谷区 久我山病院 157-0061 世田谷区北烏山2-14-20 03-3309-1111 特に設けていない 自動ABR

世田谷区 国立成育医療研究センター 157-8535 世田谷区大蔵2-10-1 03-3416-0181 生後90日まで 自動ABR、OAE

世田谷区 至誠会　第二病院 157-8550 世田谷区上祖師谷5-19-1 03-3300-0366 生後28日まで 完全予約制 OAE

中野区 新中野女性クリニック 164-0012 中野区本町4-48-23 03-3384-3281 生後30日まで お電話でご予約ください。 自動ABR、OAE

杉並区 赤川クリニック 167-0043 杉並区上荻1-24-6 03-3391-6694 生後30日まで 予約制 自動ABR

豊島区 小川クリニック 171-0052 豊島区南長崎6-7-11 03-3951-0356 生後30日まで 自動ABR

板橋区 板橋区医師会病院 175-0082 板橋区高島平3-12-6 03-3975-8151 生後60日まで 自動ABR

板橋区 板橋中央総合病院 174-0051 板橋区小豆沢2-12-7 03-3967-1181 生後30日まで 自動ABR

板橋区 高島平クリニック 175-0082
板橋区高島平1-12-11
1階～3階

03-3936-4164 生後30日まで OAE

練馬区 扇内医院 176-0024 練馬区中村3-4-18 03-3990-2111 生後60日まで OAE

練馬区 練馬総合病院 176-8530 練馬区旭丘1-24-1 03-5988-2290 生後90日まで 事前予約が必要 自動ABR

足立区 長門クリニック 120-0002 足立区中川2-5-8 03-3605-3131 生後40日まで 予約制 自動ABR

葛飾区 木下産婦人科医院 124-0004 葛飾区東堀切1-15-10 03-3602-7201 生後30日まで 事前予約が必要 OAE

葛飾区
東京慈恵会医科大学葛飾
医療センター

125-8506 葛飾区青戸6-41-2 03-3603-2111 生後27日まで 自動ABR、OAE

江戸川区 三枝産婦人科医院 134-0088 江戸川区西葛西3-18-1 03-3680-3003
生後1～2か月ま
で

OAE

江戸川区 東京臨海病院 134-0086 江戸川区臨海町1-4-2 03-5605-8811 生後60日まで
自動ABR、OAE、
ABR

江戸川区 まつしま病院 132-0031 江戸川区松島1-41-29 03-3653-5541 生後60日まで 自動ABR

八王子市 柴田産婦人科医院 193-0823 八王子市横川町515 042-625-0303 生後30日まで 自動ABR

八王子市
みなみ野グリーンゲイブルズ
クリニック

193-0935 八王子市大船町1001 042-663-1101 生後30日まで 自動ABR

立川市 立川相互病院 190-8578 立川市緑町4-1
042-525-2536
(予約センター)

生後50日まで 自動ABR

立川市 永井産婦人科病院 190-0002 立川市幸町4-27-1 042-535-3544 生後60日まで 自動ABR

武蔵野市
池下レディースクリニック
武蔵野

180-0006 武蔵野市中町2-4-5 0422-53-4103 生後30日まで 自動ABR

府中市 榊原記念病院 183-0003 府中市朝日町3-16-1 042-314-3111 生後30日まで 自動ABR
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検査使用機器
所在地

（区市町村）
医療機関名 郵便番号 住所 電話番号 受入れ可能日齢 実施条件等

府中市 東府中病院 183-0005 府中市若松町2-7-20 042-364-0151 生後50日まで
要電話予約

自動ABR

府中市 府中の森　土屋産婦人科 183-0055 府中市府中町3-10-9 042-351-3748 生後50日まで 事前に電話予約が必要 自動ABR、OAE

調布市 調布病院 182-0034 調布市下石原3-45-1 042-484-2626 生後30日まで
要電話予約。
要ミルク持参。母子健康手帳と受
診券を必ず持参してくだい。

自動ABR

町田市 ベルンの森クリニック 194-0215
町田市小山ヶ丘4-3-1
ベルンの森多摩境

042-775-3553 生後30日まで OAE

町田市 町田市民病院 194-0023 町田市旭町2-15-41 042-722-2230 生後30日まで OAE

小金井市 桜町病院 184-8511 小金井市桜町1-2-20 042-383-4111 生後90日まで 自動ABR

日野市 大川産婦人科医院 191-0062 日野市多摩平3-14-4 042-586-1061 生後30日まで 感染症がないこと 自動ABR

日野市 産婦人科コンチェルト 191-0012 日野市日野2949-4 042-586-1103 生後10日まで OAE

国立市 内野産婦人科小児科 186-0002
国立市東1-8-6　国立メディ
カルセンタービル

042-580-0112 生後120日まで 予約制 自動ABR

福生市 公立福生病院 197-8511 福生市加美平1-6-1 042-551-1111 生後180日まで
同意書への記入をお願いしてい
る。なお、他院からの紹介の場合
は不要。

自動ABR

狛江市
東京慈恵会医科大学附属
第三病院

201-8601 狛江市和泉本町4-11-1 03-3480-1151 特に設けていない
自動ABR、OAE、
ABR

武蔵村山
市

武蔵村山病院 208-0022 武蔵村山市榎1-1-5 042-566-3111 特に設けていない 完全予約制 自動ABR

多摩市 日本医科大学多摩永山病院 206-8512 多摩市永山1-7-1 042-371-2111 生後180日まで 自動ABR


