
令和2年度特定健診・特定保健指導契約機関リスト（東京都）

ふかい整形外科医院 116-0001
荒川区荒川７－４６－１－
２０６

03-5901-3590 ○

町屋マークスタワークリニック 116-0001
荒川区荒川７－４６－１－
２０８

03-6807-7415 ○

堀メディカルクリニック 116-0001 荒川区町屋１－１－９－２Ｆ 03-3895-5400 ○

陳　内科クリニック 116-0001 荒川区町屋１－１－９－５Ｆ 03-3800-2700 ○

木村病院 116-0001 荒川区町屋２－３－７ 03-3892-3161 ○

医療法人社団公尽会
さいとうクリニック

116-0001 荒川区町屋２－６－１４ 03-3892-3125 ○

高橋医院 116-0001 荒川区町屋３－２－１０ 03-3810-5665 ○

町屋小児科内科医院 116-0001 荒川区町屋３－２２－３ 03-3809-1515 ○

寺田クリニック 116-0001 荒川区町屋３－２３－１４ 03-3892-5725 ○

木田医院 116-0001 荒川区町屋３－２７－９ 03-3819-3123 ○

医療法人社団龍門会
町屋整形外科

116-0001 荒川区町屋３－９－１２－１Ｆ 03-3800-2727 ○

山本医院 116-0001 荒川区町屋４－８－４ 03-3895-5365 ○

上智クリニック 116-0001 荒川区町屋４－９－１０ 03-3892-4514 ○

小沼医院 116-0001 荒川区町屋６－１９－１５ 03-3895-6603 ○

荒川病院 116-0001 荒川区町屋８－２０－３ 03-5901-1171 ○

武田内科小児科クリニック 116-0001 荒川区町屋８－７－２ 03-3892-5324 ○

医療法人社団清心会
清水医院

116-0002 荒川区荒川１－４－１４ 03-3807-1125 ○

水野クリニック 116-0002 荒川区荒川１－４９－２－２F 03-3891-0219 ○

佐藤クリニック 116-0002 荒川区荒川２－５３－１ 03-3891-5828 ○

赤池医院 116-0002 荒川区荒川２－６－１ 03-3803-4161 ○

飯土用内科 116-0002 荒川区荒川３－２３－１３ 03-3891-5858 ○

サン内科循環器クリニック 116-0002 荒川区荒川４－１－１ 03-5604-9271 ○

荒川外科肛門医院 116-0002 荒川区荒川４－２－７ 03-3806-8213 ○

荒川生協診療所 116-0002 荒川区荒川４－５４－５ 03-3802-2601 ○

とかの医院 116-0002
荒川区荒川５－１１－１８－
２Ｆ

03-6458-3620 ○

岡田病院 116-0002 荒川区荒川５－３－１ 03-3891-2231 ○

大泉クリニック 116-0002 荒川区荒川６－４１－４－１F 03-3895-7231 ○
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竹内病院 116-0002 荒川区荒川６－７－８ 03-3892-7771 ○

日野クリニック 116-0002 荒川区荒川７－４４－５ 03-3892-4530 ○

田中整形外科 116-0002 荒川区荒川７－７－１８ 03-5850-8341 ○

石橋内科歯科医院 116-0003 荒川区南千住１－１－２１ 03-3891-0896 ○

磯医院 116-0003 荒川区南千住１－５６－１０ 03-3807-8171 ○

茂澤メディカルクリニック 116-0003 荒川区南千住３－４－１ 03-3891-1951 ○

かどた内科クリニック 116-0003 荒川区南千住４－７－１－３F 03-5604-1517 ○

南千住病院 116-0003 荒川区南千住５－１０－１ 03-3806-2232 ○

角田クリニック 116-0003 荒川区南千住５－１８－１１ 03-3806-8172 ○

日下診療所 116-0003 荒川区南千住５－２１－７ 03-3803-5831 ○

南千住内科クリニック 116-0003 荒川区南千住５－３１－６ 03-5615-5311 ○

金子医院 116-0003 荒川区南千住６－４７－１１ 03-3891-2945 ○

久木留医院 116-0003 荒川区南千住６－５３－８ 03-3891-4639 ○

医療法人社団仁癒会南千住つのだ
医院

116-0003 荒川区南千住６－６５－１２ 03-3802-0023 ○

医療法人社団ＫＳハートメディカル　　
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

116-0003
荒川区南千住７－１－１－
３０５

03-5604-0810 ○

土屋クリニック 116-0003 荒川区南千住７－１２－１５ 03-3806-9029 ○

東京ほくと医療生協
汐入診療所

116-0003 荒川区南千住８－１０－３－１０１ 03-3807-2302 ○

しらひげ西クリニック 116-0003
荒川区南千住８－３－２－
１０１

03-3801-6676 ○

医療法人社団専心会
いがらしクリニック

116-0011 荒川区西尾久１－３２－１６ 03-3800-9629 ○

かわさき内科クリニック 116-0011 荒川区西尾久２－１４－１１-１Ｆ 03-6807-7769 ○

紅露医院 116-0011 荒川区西尾久２－２６－７ 03-3894-6836 ○

宮の前診療所 116-0011 荒川区西尾久２－３－２ 03-3800-7111 ○

小島医院 116-0011 荒川区西尾久２－３５－１ 03-3893-7355 ○

佐藤病院 116-0011 荒川区西尾久５－７－１ 03-3893-6525 ○

西尾久クリニック 116-0011 荒川区西尾久６－１５－５ 03-3800-1717 ○

尾久駅前内科クリニック 116-0011 荒川区西尾久７－２５－３ 03-5855-0979 ○

三ノ輪病院 116-0011 荒川区東日暮里１－４－３ 03-3803-2355 ○
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小山内科医院 116-0011
荒川区東日暮里１－５－
１０－３Ａ

03-5850-2030 ○

たいら整形外科 116-0012 荒川区東尾久１－３１－１０－１Ｆ 03-6807-7505 〇

斉藤医院 116-0012 荒川区東尾久２－９－１３ 03-3895-8462 ○

熊野前医院 116-0012 荒川区東尾久３－１９－８ 03-3819-2535 ○

中村内科・小児科医院 116-0012 荒川区東尾久４－１７－１ 03-3893-5796 ○

医療法人社団　野原医院 116-0012 荒川区東尾久４－４６－１６ 03-3893-8363 ○

冨田医院 116-0012 荒川区東尾久５－３９－１３－１F 03-3810-2213 ○

小原医院 116-0012 荒川区東尾久６－８－５ 03-3895-8341 ○

熊野前にしむら内科クリニック 116-0012 荒川区東尾久８－1４－1－２０１ 03-5855-7555 ○

尾久橋医院 116-0012 荒川区東尾久８－１９－２ 03-3800-3020 ○

白十字診療所 116-0013
荒川区西日暮里２－１９－
１０－３Ｆ

03-3802-3911 ○

日暮里健診プラザ 116-0013 荒川区西日暮里２－２６－９ 03-5850-1700 ○

いしかわ日暮里クリニック 116-0013 荒川区西日暮里２－２６－９ 03-5850-5071 ○

小林医院 116-0013 荒川区西日暮里４－１６－１０ 03-3821-3846 ○

ひろせ内科外科クリニック 116-0013
荒川区西日暮里５－２７－
２－２F

03-3803-6260 ○

小島医院 116-0013 荒川区西日暮里６－５７－２ 03-3893-8569 ○

関川病院 116-0014 荒川区西日暮里１－４－１ 03-3803-5151 ○

おいぬま内科 116-0014 荒川区西日暮里１－５２－１ 03-3807-0328 ○

医療法人社団
細井胃腸科クリニック

116-0014 荒川区西日暮里１－５９－１１ 03-3805-4151 ○

西松医院 116-0014 荒川区東日暮里１－１６－１３ 03-3801-2748 ○

日暮里上宮病院 116-0014 荒川区東日暮里２－２９－８ 03-3891-5291 ○

医療法人社団三光会
東日暮里クリニック

116-0014
荒川区東日暮里３－２４－
１６－１０１

03-5811-6635 ○

くれ内科医院 116-0014 荒川区東日暮里３－４２－８ 03-5811-7575 ○

やたがいクリニック 116-0014 荒川区東日暮里４－２０－６ 03-5850-6166 ○

医療法人社団髙順会
髙井医院

116-0014 荒川区東日暮里４－２６－７ 03-3807-8131 ○

医療法人社団たか博会
リーデンスタワークリニック

116-0014
荒川区東日暮里５－１６－
３－２０１

03-5850-1661 ○

ひぐらし整形外科内科 116-0014
荒川区東日暮里５－３４－
１－４F

03-5604-1236 ○
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加藤小児科内科医院 116-0014 荒川区東日暮里５－４４－１ 03-3803-3377 ○

稲富医院 116-0014 荒川区東日暮里６－４２－５ 03-3807-0288 ○

春田内科医院 116-0014 荒川区東日暮里６－５０－１４ 03-3891-1062 ○

蓮沼医院 116-0014 荒川区東日暮里６－５１－８ 03-3891-1170 ○

日暮里医院 116-0014 荒川区東日暮里６－６０－４ 03-3806-0345 ○

医療法人社団大谷田団地診療所 120-0001 足立区大谷田１－１－１－２０９ 03-3629-0190 〇

東川医院 120-0001 足立区大谷田３－１６－１２ 03-3605-3688 〇

医療法人社団慶愛会
けいあいクリニック

120-0001 足立区大谷田５－１８－１２ 03-5682-7232 〇

医療法人社団恭美会
西川クリニック

120-0003 足立区東和２－１６－３ 03-3605-3333 〇

医療法人財団健和会
蒲原診療所

120-0003 足立区東和３－４－１５ 03-3605-5594 〇

医療法人財団ひこばえ会
セツルメント診療所

120-0003 足立区東和４－２０－７ 03-3605-7747 〇

医療法人財団ひこばえ会
セツルメント診療所分院

120-0003 足立区東和４－２４－１６ 03-5613-5701 〇

高田医院 120-0003 足立区東和４－５－８ 03-3605-0329 〇

医療法人社団大坪会東和病院 120-0003 足立区東和４－７－１０ 03-5697-6461 〇

北綾瀬とうわクリニック 120-0003
足立区東和５－１２－１３
小田萬ビル２Ｆ

03-5856-2450 〇

おおしま内科クリニック 120-0003 足立区東和５－８－１１－１Ｆ 03-5697-0051 〇

医療法人社団智眞会
じゅんクリニック

120-0004 足立区東綾瀬１－１０－８ 03-5697-4141 〇

綾瀬セントラル内科クリニック 120-0004
足立区東綾瀬１－９－４
　プラザ白うめ３階

03-5856-0715 〇

医療法人社団恭生会
あやせ脳神経外科

120-0004
足立区東綾瀬１－９－４
　メディカルプラザ綾瀬２Ｆ

03-5849-5103 〇

医療法人社団育楽会
あやせ駅前整形外科・内科

120-0005
足立区綾瀬１－３２－１３
　ハイネスアヤセ１階Ａ・Ｂ

03-3601-4171 〇

林医院 120-0005 足立区綾瀬１－３３－１４ 03-3601-0508 〇

佐々木医院 120-0005 足立区綾瀬２－２６－１７ 03-5680-0566 〇

くめ内科クリニック 120-0005
足立区綾瀬２－３３－２
アヤセメディカルモール１Ｆ

03-5629-5611 〇

医療法人社団本橋医院 120-0005 足立区綾瀬２－４３－９ 03-3602-3085 〇

医療法人社団俊秀会
エヌ・ケイ・クリニック

120-0005
足立区綾瀬３－２－８
シティプレイスアヤセ３階

03-3620-2034 〇

医療法人社団日岩会下井病院 120-0005 足立区綾瀬３－２８－８ 03-3620-8811 〇

医療法人社団嶋津医院 120-0005 足立区綾瀬４－１８－６ 03-3605-8320 〇
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綾瀬おかだクリニック 120-0005 足立区綾瀬４－３０－１５ 03-5856-2324 〇

医療法人社団綾瀬病院 120-0005 足立区綾瀬６－３－１ 03-3605-3319 〇

足立東クリニック 120-0006 足立区谷中１－１７－７－１Ｆ 03-6802-6603 〇

北綾瀬駅前せたクリニック 120-0006
足立区谷中２－５－１０
クイーンハイツ浅伊２Ｆ

03-3628-8181 〇

医療法人社団栄悠会
あやせ循環器リハビリ病院

120-0006 足立区谷中３－１２－１０ 03-3605-2831 〇

医療法人社団栄悠会
あやせ循環器クリニック

120-0006 足立区谷中３－６－９ 03-3605-2821 〇

医療法人社団苑風会苑風会病院 120-0011 足立区中央本町１－１９－５ 03-3848-7800 〇

医療法人社団雄輝会木内医院 120-0011 足立区中央本町２－２４－１２ 03-3889-1765 〇

足立外科胃腸内科医院 120-0012 足立区青井２－２４－８ 03-3880-1191 〇

医療法人社団大藏医院 120-0012 足立区青井２－３２－１０ 03-3887-2043 〇

医療法人社団健整会
米倉内科整形外科

120-0012
足立区青井２－４－１０
 リバーシティⅡ１Ｆ

03-5888-5511 〇

久保内医院 120-0013 足立区弘道１－３－１９ 03-3889-8731 〇

医療法人社団たいける会
渡辺整形外科

120-0013 足立区弘道１－３－２７ 03-3840-1551 〇

久勝医院 120-0013 足立区弘道２－１－３ 03-3889-4714 〇

医療法人社団芳成会
芳村クリニック

120-0014 足立区西綾瀬２－２－１６ 03-3852-0838 〇

医療法人財団協和会
市原内科クリニック

120-0015 足立区足立１－２０－１０ 03-3887-8531 〇

近田医院 120-0015 足立区足立２－３－１７ 03-3852-0330 〇

渡邉内科外科医院 120-0015 足立区足立４－２２－１５ 03-3840-2960 〇

医療法人社団宏英会吉田医院 120-0022 足立区柳原１－３１－１４ 03-3882-7878 〇

医療法人社団心和会
足立共済病院

120-0022 足立区柳原１－３６－８ 03-3881-6116 〇

医療法人財団健和会
柳原病院

120-0023 足立区千住曙町３５－１ 03-5284-1800 〇

医療法人財団健愛会
健愛クリニック

120-0023 足立区千住曙町３７－８ 03-5813-1805 〇

医療法人社団永泉会
曙町クリニック

120-0023 足立区千住曙町４１－２－１０７ 03-3879-9116 〇

医療法人社団民政会愛里病院 120-0025 足立区千住東１－２０－１２ 03-3888-7721 〇

医療法人社団
佐野内科クリニック

120-0026 足立区千住旭町２９－７ 03-3882-9232 〇

島袋内科 120-0026 足立区千住旭町４３－１１ 03-3882-9083 〇

医療法人社団寿泉会旭医院 120-0026 足立区千住旭町９－１５ 03-3888-3508 〇
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千住中央診療所 120-0031 足立区千住大川町３７－２ 03-3881-5378 〇

社会福祉法人勝楽堂病院 120-0032 足立区千住柳町５－１ 03-3881-0137 〇

中居町クリニック 120-0033 足立区千住寿町３－５ 03-3881-3778 〇

医療法人社団すずき病院 120-0033 足立区千住寿町８－２ 03-3881-7711 〇

黒川医院 120-0034 足立区千住１－１８－２ 03-3881-7729 〇

医療法人社団山栄会
山﨑内科クリニック

120-0034
足立区千住２－２７
フリーデンベルク１Ｆ

03-3881-6565 〇

医療法人社団寿英会内田病院 120-0034 足立区千住２－３９ 03-3888-7321 〇

医療法人社団中興会
ミルディス内科・胃腸科クリニック

120-0034
足立区千住３－９８
　千住ミルディスⅡ番館３０４

03-3888-1871 〇

飯塚医院 120-0034 足立区千住５－５－５ 03-3881-2234 〇

医療法人社団博信会布川医院 120-0035 足立区千住中居町１１－８ 03-3879-7645 〇

医療法人財団健愛会
かもん宿診療所

120-0036 足立区千住仲町１２－１６ 03-3881-2793 〇

医療法人社団慈航会
阿部メディカルクリニック

120-0037 足立区千住河原町２１－１０ 03-5813-5511 〇

医療法人社団泰仁会北川医院 120-0037 足立区千住河原町２２－６ 03-3881-0364 〇

医療法人社団叡美会
えのもとファミリークリニック

120-0038
足立区千住橋戸町１－１３
ポンテポルタ千住４Ｆ

03-6806-2471 〇

金子整形外科内科 120-0043
足立区千住宮元町１－１
宮元ビル１Ｆ

03-3888-5567 〇

医療法人社団永優会
鈴木内科胃腸クリニック

120-0044 足立区千住緑町２－１０－５ 03-3881-0857 〇

医療法人財団桜会桜会病院 120-0045 足立区千住桜木２－１３－１ 03-3881-9211 〇

東京ふれあい医療生活協同組合ふ
れあいファミリークリニック

120-0047 足立区宮城１－３３－２０ 03-6908-4330 〇

医療法人社団寿英会安田医院 121-0011 足立区中央本町３－１－２ 03-5845-3680 〇

医療法人社団春央会
大澤クリニック

121-0011 足立区中央本町４－９－１０ 03-3849-2995 〇

医療法人社団眞仁会
青井診療所

121-0012 足立区青井４－２９－２３ 03-5888-8673 〇

医療法人社団宏心会
六ツ木診療所

121-0052 足立区六木１－４－１４ 03-3629-1661 〇

加平クリニック 121-0055 足立区加平２－１４－１５ 03-3628-8077 〇

医療法人社団信明会
コスモスクリニック

121-0055
足立区加平３－４－１
ウィステリアガーデン３Ｆ

03-5849-5611 〇

クリニック花畑 121-0061 足立区花畑３－３５－１９ 03-3884-4646 〇

医療法人社団聖啓会
花畑たむら内科

121-0061 足立区花畑４－２３－１６ 03-3883-6180 〇

藤井クリニック 121-0061
足立区花畑４－２６－７
シャイン花畑１Ｆ

03-5851-0280 〇
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医療法人社団友愛会友愛病院 121-0061 足立区花畑４－３３－８ 03-3884-1235 〇

いいだクリニック 121-0061
足立区花畑５－１３－２ベルクス
モール足立花畑中央店２Ｆ

03-3860-1810 〇

福本医院 121-0061 足立区花畑７－５－１８ 03-3884-5121 〇

南花畑クリニック 121-0062 足立区南花畑２－１３－１７ 03-5856-5125 〇

八光医院 121-0062 足立区南花畑２－４９－１ 03-3850-5615 〇

つくしクリニック 121-0062 足立区南花畑３－１８－１８ 03-3884-0656 〇

医療法人社団容生会
増田クリニック

121-0062 足立区南花畑５－１７－１ 03-3885-6837 〇

石橋医院 121-0063
足立区東保木間
１－５－５－１０１

03-3883-7500 〇

医療法人社団容生会
ようせいクリニック

121-0063 足立区東保木間２－１－１ 03-5831-6214 〇

医療法人社団浩祐会ヘルスケア
クリニックくりやま内科

121-0064 足立区保木間１－２－１９－１Ｆ 03-3883-5605 〇

医療法人社団昭生会井上医院 121-0064 足立区保木間１－３１－１０ 03-3858-1500 〇

医療法人社団健立会
倉井内科医院

121-0064 足立区保木間２－３－４ 03-3859-7611 〇

医療法人社団美誠会
足立北病院

121-0064 足立区保木間５－３８－１５ 03-5851-1601 〇

医療法人社団一亮会
ほつかクリニック

121-0072 足立区保塚町１８－１５ 03-3858-3822 〇

中山内科医院 121-0073 足立区六町１－１５－３４ 03-3884-6869 〇

医療法人社団久光会
久光クリニック

121-0073 足立区六町２－６－２４ 03-5831-0502 〇

六町駅クリニック 121-0073
足立区六町４－２－２７
　六町佐藤ビル２Ｆ

03-3883-8069 〇

医療法人社団冨田内科医院 121-0075 足立区一ツ家１－２０－９ 03-3883-3230 〇

あさぬま医院 121-0075 足立区一ツ家２－１１－１２ 03-3883-7276 〇

社会医療法人社団慈生会
等潤病院

121-0075 足立区一ツ家４－３－４ 03-3850-7221 〇

社会医療法人社団慈生会
常楽診療所

121-0075 足立区一ツ家４－５－１１ 03-3850-8721 〇

医療法人社団東京朝日会
あさひ病院

121-0076 足立区平野１－２－３ 03-5242-5800 〇

医療法人社団あすは会
東伊興クリニック

121-0801 足立区東伊興３－２１－３ 03-5691-7077 〇

医療法人社団昭徳会
師田こども内科クリニック

121-0801 足立区東伊興３－２－７ 03-3897-7320 〇

医療法人社団苑田会
苑田第三病院

121-0807 足立区伊興本町２－５－１０ 03-5837-5111 〇

和田小児科医院 121-0812 足立区西保木間２－１５－２３ 03-3884-2301 〇

医療法人社団鶏頭会
安藤クリニック

121-0812
足立区西保木間２－５－１２坂田ビ
ル１Ｆ

03-5686-7501 〇
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医療法人社団邦亜会
たけだクリニック

121-0812 足立区西保木間３－２２－１４ 03-5831-6886 〇

医療法人社団慈正会天沼医院 121-0812 足立区西保木間４－５－１４－２ 03-3883-8855 〇

医療法人社団医眞会
竹ノ塚診療所

121-0813
足立区竹の塚
１－３９－１４－１０１

03-3884-5451 〇

医療法人社団泰尚会
玄クリニック

121-0813
足立区竹の塚１－３０－２０泰尚ビ
ル１Ｆ

03-3850-3181 〇

医療法人社団東京朝日会
竹の塚あさひ医院

121-0813
足立区竹の塚１－３４－１３原ビル１
Ｆ

03-5851-1666 〇

医療法人社団穂上会
ほがみ内科胃腸科

121-0813
足立区竹の塚２－２０－８
　竹の塚メディカルビル１Ｆ

03-5851-5211 〇

武内クリニック 121-0813
足立区竹の塚２－２６－８メリーコー
ト竹の塚第二１０５号室

03-5831-6173 〇

医療法人社団松友会松﨑医院 121-0813 足立区竹の塚３－４－７ 03-3883-0017 〇

竹ノ塚医院 121-0813 足立区竹の塚３－５－１２ 03-3883-2500 〇

医療法人社団苑田会
苑田第二病院

121-0813 足立区竹の塚４－２－１７ 03-3850-5723 〇

医療法人社団三奉会
井上クリニック

121-0813 足立区竹の塚５－１１－８ 03-3850-5771 〇

医療法人社団雙信会
井上てるクリニック

121-0813
足立区竹の塚５－７－１０
　森屋ビル２Ｆ

03-5851-7666 〇

中山内科クリニック 121-0813 足立区竹の塚６－１２－５ 03-3859-5711 〇

井川内科消化器クリニック 121-0815
足立区島根１－１１－５
　シャン・ド・ヴィラージュ１Ｆ

03-5851-2800 〇

医療法人社団江友会
島根クリニック

121-0815 足立区島根１－１３－１４ 03-3883-8375 〇

おか整形外科内科医院 121-0815 足立区島根２－２０－１５ 03-3850-7333 〇

医療法人社団忠医会
大高病院

121-0815 足立区島根３－１７－８ 03-5856-7319 〇

医療法人社団𥁕𥁕志会
西新井大腸肛門科

121-0815 足立区島根３－７－１３ 03-3883-2020 〇

山一ビル内科クリニック 121-0815
足立区島根３－８－１
　山一ビル島根Ⅱ１Ｆ

03-3884-8888 〇

医療法人社団萃蓉会
梅島ハートクリニック

121-0816
足立区梅島１－１３－２
オギハラビル１Ｆ

03-5888-6717 〇

医療法人社団泰晴会あおば内科・
総合診療クリニック

121-0816
足立区梅島１－４－４
　志村ビル２Ｆ

03-5879-2489 〇

医療法人社団東部福寿会福寿会
足立東部病院

121-0816 足立区梅島２－３５－１６ 03-3880-1221 〇

西新井駅東口クリニック 121-0816
足立区梅島３－３２－２４
第１矢野新ビル１Ｆ

03-3880-7777 〇

医療法人社団滋叡会
遠藤医院

121-0822 足立区西竹の塚２－１０－１５ 03-3899-5228 〇

深見医院 121-0823 足立区伊興３－２－１ 03-3897-1301 〇

医療法人社団慶寿会伊興医院 121-0823 足立区伊興３－６－２２ 03-3899-6011 〇

医療法人社団三輝会
三上内科クリニック

121-0823 足立区伊興４－３－３ 03-5837-3741 〇
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医療法人社団みやび記念会
足立純心クリニック

121-0824 足立区西伊興１－５－１ 03-5838-2400 〇

やまざきメディカルスクエア 121-0824 足立区西伊興２－３－９ 03-5647-9948 〇

医療法人社団あすは会西伊興クリ
ニック

121-0824 足立区西伊興４－１－１ 03-5838-7077 〇

医療法人社団明桜会
ハラダクリニック

121-0824 足立区西伊興４－９－１１ 03-5837-1515 〇

武井内科クリニック 121-0831
足立区舎人
６－１０－１１－１０２

03-5837-4127 〇

医療法人社団健康増進会
博慈会田園クリニック

121-0831 足立区舎人２－１９－１８ 03-3899-1600 〇

医療法人社団江友会
古千谷クリニック

121-0832 足立区古千谷本町１－２－２１ 03-3856-7841 〇

今福医院 121-0832 足立区古千谷本町２－１８－５ 03-3854-1029 〇

東京ほくと医療生活協同組合
北足立生協診療所

121-0836 足立区入谷３－１－５ 03-3896-9971 〇

香川クリニック 121-0836 足立区入谷６－１－１ 03-3855-1422 〇

おかのクリニック 123-0841 足立区西新井１－１１－４ 03-3898-4983 〇

医療法人社団洸青会ルミナス内科
クリニック

123-0841
足立区西新井１－３８－１１
　オリエント第６ビル１０３

03-5837-2577 〇

医療法人社団成風会
髙橋クリニック

123-0841 足立区西新井５－１５－９ 03-3854-3031 〇

医療法人社団池田医院 123-0841 足立区西新井５－３－２ 03-3898-8121 〇

社会医療法人社団昭愛会
水野クリニック

123-0841 足立区西新井６－３１－１５ 03-3898-9300 〇

江北診療所 123-0842
足立区栗原
３－１０－１９－１０８

03-3886-6320 〇

秋元ファミリークリニック 123-0842
足立区栗原１－７－２０
　小倉第２ビル１Ｆ

03-5856-7888 〇

矢野内科クリニック 123-0842 足立区栗原３－３０－９ 03-3854-0823 〇

医療法人社団洪泳会
第二洪誠病院

123-0842 足立区栗原４－１１－１ 03-3897-0269 〇

医療法人社団洪泳会
東京洪誠病院

123-0843
足立区西新井栄町
１－１７－２５

03-5888-9880 〇

医療法人社団洪泳会
洪誠クリニック

123-0843 足立区西新井栄町１－１７－２５ 03-5845-5696 〇

西新井駅前さくら参道
内科クリニック

123-0843
足立区西新井栄町２－３－３さくら
参道ビル２階

03-5888-6635 〇

医療法人社団慈英会病院 123-0843 足立区西新井栄町２－８－６ 03-3889-1111 〇

松下胃腸科外科 123-0843 足立区西新井栄町３－１６－１７ 03-3886-6616 〇

せき内科小児科クリニック 123-0843 足立区西新井栄町３－１７－５ 03-3886-2543 〇

時田クリニック 123-0844 足立区興野１－１４－１１ 03-3889-0174 〇

田中医院 123-0845 足立区西新井本町２－２－１ 03-3890-0971 〇
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医療法人社団成和会
西新井病院附属成和クリニック

123-0845
足立区西新井本町５－７－１４Ｅ.
Ｍ.Ｓビル１～３Ｆ

03-5888-6601 〇

あべ内科小児科 123-0851 足立区梅田１－１８－５ 03-3886-6017 〇

内科・脳神経外科
西原クリニック

123-0851
足立区梅田５－２５－３３
ロイヤルパークス梅島１Ｆ

03-5888-5288 〇

医療法人財団梅田病院 123-0851 足立区梅田７－１－２ 03-3840-4511 〇

医療法人社団福寿会
福岡クリニック

123-0851 足立区梅田７－１８－１１ 03-5681-8130 〇

伊藤クリニック 123-0851
足立区梅田８－１－１梅島地所ビ
ル３Ｆ

03-3840-3388 〇

医療法人社団福寿会梅田診療所 123-0851 足立区梅田８－１２－１０ 03-5681-5020 〇

真島内科医院 123-0852 足立区関原１－２１－１ 03-3886-6805 〇

森川医院 123-0852 足立区関原１－８－１０ 03-3886-2835 〇

医療法人社団三秀会
三宅クリニック

123-0852 足立区関原２－１３－２３ 03-3889-5511 〇

城北診療所 123-0852 足立区関原２－３８－２１ 03-3840-5474 〇

医療法人社団福寿会
関原クリニック

123-0852 足立区関原３－１－１１ 03-5681-5381 〇

社会医療法人社団医善会
いずみ記念病院

123-0853 足立区本木１－３－７ 03-5888-2111 〇

医療法人社団
橋本整形外科クリニック

123-0853 足立区本木２－１３－６ 03-3887-7346 〇

長﨑診療所 123-0853 足立区本木２－７－５ 03-3880-6138 〇

鬼塚内科医院 123-0855 足立区本木南町２１－１１ 03-3852-3901 〇

医療法人財団桜会
あだち共生病院

123-0855 足立区本木南町２７－６ 03-3880-2777 〇

いりえクリニック 123-0861
足立区加賀１－１８－１８
　エステート野口１０２

03-6803-1818 〇

医療法人社団足立福寿会
福寿会舎人病院

123-0863 足立区谷在家１－８－１４ 03-3854-4111 〇

医療法人社団博ゆう会
大川クリニック

123-0863
足立区谷在家３－２１－１３光ビル
１Ｆ

03-5837-8811 〇

医療法人社団鹿浜会
足立鹿浜病院

123-0864 足立区鹿浜３－６－１ 03-3857-5871 〇

中田医院 123-0864 足立区鹿浜４－２２－１６ 03-3899-1676 〇

一般財団法人博慈会
博慈会記念総合病院

123-0864 足立区鹿浜５－１１－１ 03-3899-1311 〇

医療法人社団あすか会
並木クリニック

123-0864 足立区鹿浜６－１５－５ 03-5691-1122 〇

医療法人社団潤恵会敬仁病院 123-0865 足立区新田２－１８－６ 03-3913-3106 〇

東京ほくと医療生活協同組合
鹿浜診療所

123-0865 足立区新田２－４－１５ 03-3912-8491 〇

石川内科クリニック 123-0865
足立区新田３－３４－５ハートアイランド
新田メディカルスクエア３Ｆ

03-5902-3551 〇
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椿１丁目内科クリニック 123-0871 足立区椿１－６－１３ 03-3890-1860 〇

東京ほくと医療生活協同組合
江北生協診療所

123-0872 足立区江北２－２４－１ 03-3857-6636 〇

渡部内科 123-0872 足立区江北３－３－１ 03-5837-2522 〇

医療法人社団江誠会
大久保医院

123-0872 足立区江北４－１６－１４ 03-3890-0461 〇

江北ファミリークリニック 123-0872 足立区江北５－１－１ 03-3897-3030 〇

医療法人社団けいせい会
東京北部病院

123-0872 足立区江北６－２４－６ 03-3854-3181 〇

医療法人社団江友会
江北クリニック

123-0872 足立区江北６－３０－２０ 03-3854-3123 〇

医療法人社団理晴会
つのだ内科クリニック

123-0872 足立区江北７－１４－５ 03-5839-6705 〇

医療法人社団俊和会寺田病院 123-0873 足立区扇１－２０－１２ 03-3898-5231 〇

医療法人社団仁幸会
扇大橋病院

123-0873 足立区扇１－５５－２８ 03-3890-1171 〇

扇大橋内科クリニック 123-0873
足立区扇２－２５－２１
グランアヴェイル扇１Ｆ

03-5856-9125 〇

医療法人社団清秀会
清原クリニック扇

123-0873 足立区扇２－４０－６ 03-5837-1600 〇

医療法人社団徳施会
高野クリニック

123-0873
足立区扇２－４６－１３
　ケーアンドエー高野ビル３Ｆ

03-3855-9233 〇

医療法人社団幸順会
横井内科クリニック

123-0873 足立区扇３－１７－１３ 03-5691-4511 〇

草野クリニック 123-0873 足立区扇３－２５－８ 03-5838-2886 〇

にいほりクリニック 132-0001
江戸川区新堀1-38-11
ｱﾐｯｸｽ新堀ｽｸｴｱ

03-5243-4141 ○

医）社団　みなづき会　春江町クリ
ニック

132-0003 江戸川区春江町2-48-14 03-5243-8793 ○

小川クリニック 132-0011 江戸川区瑞江1-3-13 03-3679-3020 ○

安田医院 132-0011 江戸川区瑞江1-43-12 03-5666-7038 ○

医）社団山紫会
とおるクリニック

132-0011
江戸川区瑞江2-3-1
瑞江駅前ビル３Ｆ

03-5664-8020 ○

医）社団三志会
つちだクリニック

132-0013
江戸川区江戸川1-1
ｸﾘｱﾒｿﾞﾝ１階

03-5664-1556 ○

下鎌田診療所 132-0013 江戸川区江戸川1-29-1 03-3677-3321 ○

医）社団
佐々木胃腸科内科医院

132-0013 江戸川区江戸川3-35-3 03-3679-0188 ○

医）社団　　田村医院 132-0013 江戸川区江戸川3-39-26 03-3679-0576 ○

平嶋胃腸科眼科 132-0014
江戸川区東瑞江1-26-13
坂田瑞江第２ビル2Ｆ

03-3698-1241 ○

医）社団順修会
谷口内科

132-0014
江戸川区東瑞江1-27-6
小島ビル2Ｆ

03-3676-5757 ○

医）社団総風会　
江戸川共済病院附属東瑞江医院

132-0014 江戸川区東瑞江1-38-2 03-5666-3001 ○
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医）社団寿奈実会
井手医院

132-0014 江戸川区東瑞江2-11-2 03-3679-5959 ○

医）社団総愛会
総愛診療所

132-0015 江戸川区瑞江4-20-17 03-3677-6395 ○

瑞江診療所 132-0015
江戸川区西瑞江3-4-6
SDｺｰﾄ105

03-3698-6096 ○

瑞江クリニック 132-0015 江戸川区西瑞江3-6-95 03-5243-3666 ○

医）社団福仁会　
小松川病院

132-0021 江戸川区中央1-1-15 03-3655-5511 ○

金田クリニック 132-0021 江戸川区中央2-19-18 03-5662-7101 ○

真銅クリニック 132-0021 江戸川区中央2-22-27 03-3654-1088 ○

医）社団義広会
広見医院

132-0021 江戸川区中央2-28-18 03-3651-5376 ○

医療法人親和会
英診療所

132-0021 江戸川区中央3-20-10 03-5661-5888 ○

医）社団博伸会
きむらクリニック

132-0023 江戸川区西一之江3-12-19 03-3674-6600 ○

西一之江クリニック 132-0023 江戸川区西一之江3-12-34 03-3651-0092 ○

宮本医院 132-0023 江戸川区西一之江4-1-4 03-3651-6288 ○

医）財団南葛勤医協　一之江内科ク
リニック

132-0024
江戸川区一之江3-2-35
一之江TIAﾋﾞﾙ 2F

03-3656-6688 ○

一之江整形外科 132-0024 江戸川区一之江4-18-7 03-3656-5827 ○

医）社団康信会　
安部診療所

132-0024 江戸川区一之江4-7-4 03-3652-0234 ○

医）社団
申孝園診療所

132-0024 江戸川区一之江6-19-18 03-3652-9860 ○

医）社団　中村医院 132-0024 江戸川区一之江7-29-8 03-3651-1515 ○

木田医院 132-0024 江戸川区一之江7-34-5 03-3651-3214 ○

辰巳内科消化器科
クリニック

132-0024
江戸川区一之江7－35－22一富ビ
ル3F

03-5678-5115 ○

一之江けいゆう整形外科クリニック 132-0024
江戸川区一之江7－35－22一富ビ
ル3階

03-6905-9666 ○

医）社団東京ハート会　まつかわ
ハートクリニック

132-0024
江戸川区一之江7-37-17ﾙﾅｲﾀｳﾝ
ﾙﾈｯｻﾝｽ ﾊｲﾗｲｽﾞｱﾈｯｸｽ１F

03-5661-0810 ○

むらかみクリニック 132-0024
江戸川区一之江7-38-8
ｲﾙﾆｰﾄﾞｼｮｯﾋﾟﾝｸﾞｱﾚｲ２F

03-5678-7377 ○

なかぞのクリニック 132-0024
江戸川区一之江7-49-5
IMSクレイドル1階

03-5661-9855 ○

一之江駅前クリニック 132-0024
江戸川区一之江8-15-17
ｸﾘｱｳｴｽﾄ 2F

03-5661-5150 ○

医）社団げんき会
げんきらいふクリニック

132-0024 江戸川区西瑞江4-1-3 03-5662-5850 ○

医）社団奉佑会
いとう内科

132-0025
江戸川区松江2－1－19
ｸﾘｽﾀﾙﾋﾞﾙ3階

03-5663-7111 ○

同潤会医院 132-0025 江戸川区松江2-15-11 03-3653-5511 ○
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鈴木医院 132-0025 江戸川区松江2-32-1 03-3651-5258 ○

医）社団津端会
京葉病院

132-0025 江戸川区松江2-43-12 03-3654-8211 ○

医）社団晃山会
松江病院

132-0025 江戸川区松江2-6-15 03-3652-3121 ○

ほさか内科医院 132-0025 江戸川区松江3-11-8 03-3651-5575 ○

鈴木クリニック 132-0025 江戸川区松江3-15-4 03-3652-1225 ○

太田医院 132-0025 江戸川区松江3-19-17 03-3656-1450 ○

医）社団　　同愛会病院 132-0031 江戸川区松島1-42-21 03-3654-3311 ○

杉山医院 132-0031 江戸川区松島2-28-6 03-3653-2022 ○

矢島クリニック 132-0031 江戸川区松島3-29-6 03-3651-2983 ○

医）財団　南葛勤医協　新小岩診療
所

132-0031 江戸川区松島4-27-2 03-3651-2944 ○

医）社団水青会
小松川クリニック

132-0033 江戸川区東小松川1-12-11 03-5607-7051 ○

はぎのクリニック 132-0033 江戸川区東小松川2-30-8 03-3653-5533 ○

医）社団自靖会自靖会親水クリニッ
ク

132-0033 江戸川区東小松川2-7-1 03-5661-3872 ○

原医院 132-0033 江戸川区東小松川2-9-5 03-3651-0021 ○

中愛クリニック 132-0033 江戸川区東小松川3-35-5 03-3653-9875 ○

加藤内科 132-0034 江戸川区小松川1-5-2 03-3684-0222 ○

小松川診療所 132-0034
江戸川区小松川1-5-3-101ﾒｿﾞﾝﾘ
ﾊﾞｰｻｲﾄﾞ3号棟

03-3681-5536 ○

みやクリニック 132-0034 江戸川区小松川1-5-3-105 03-3681-0050 ○

医）社団双仁会　
一盛病院

132-0034 江戸川区小松川3-10-1 03-3637-0050 ○

中川医院 132-0034 江戸川区小松川3-75-3 03-3684-2534 ○

医）社団　細波会
波多医院

132-0035 江戸川区平井1-10-12 03-3681-0755 ○

医）桂医院 132-0035 江戸川区平井1-17-4 03-3682-3035 ○

久田医院 132-0035 江戸川区平井1-27-7 03-3681-0081 ○

北浦医院 132-0035 江戸川区平井1-5-7 03-3685-1177 ○

医）社団東京育明会　親和クリニック 132-0035
江戸川区平井2-24-16
親和ビル1Ｆ

03-3684-7150 ○

医）社団　　南郷医院 132-0035 江戸川区平井3-23-18 03-3681-3409 ○

医）社団城東桐和会　平井駅前総
合クリニック

132-0035
江戸川区平井3-23-18
光井グランドハイツ2F

03-5875-3377 ○
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医）社団茜会
西村記念病院

132-0035 江戸川区平井3-25-17 03-3638-2301 ○

西外科胃腸科クリニック 132-0035 江戸川区平井4-15-20 03-3682-3756 ○

医）社団　徳久医院 132-0035 江戸川区平井4-7-16 03-5609-4601 ○

医）社団なかた会
なかた内科循環器科クリニック

132-0035
江戸川区平井5-14-11
新興ﾋﾞﾙ1F

03-5247-1007 ○

医）社団　小松クリニック 132-0035
江戸川区平井5-21-12
ﾍﾞﾙﾓｴｰｽﾋﾞﾙ3F

03-3618-6761 ○

医）社団俊爽会
仁愛堂クリニック

132-0035 江戸川区平井6-15-14 03-3613-5548 ○

医）社団誠江会
田中医院

132-0035 江戸川区平井6-30-1 03-3612-3352 ○

医）社団孝仁会　
小暮医院

133-0042 江戸川区興宮町16-13 03-3653-5347 ○

医）社団和高会　
佐々木内科小児科クリニック

133-0043 江戸川区松本1-11-3 03-3653-0850 ○

医）社団豊弘会
きうち内科クリニック

133-0044 江戸川区本一色3-39-2 03-3655-0600 ○

京成小岩すまいるクリニック 133-0051
江戸川区北小岩2-7-4LANAI PLAZA 
FIRST STAGE 1F B区

03-6801-7821 ○

医）社団泰正会
成光堂クリニック

133-0051 江戸川区北小岩2-7-6 03-3657-6576 ○

皆川内科小児科医院 133-0051 江戸川区北小岩2-9-12 03-3671-0030 ○

熱田内科医院 133-0051 江戸川区北小岩3-24-13 03-3659-5266 ○

医）社団茜遥会
目々澤醫院

133-0051 江戸川区北小岩4-5-8 03-3657-5470 ○

医）社団あさかぜ会
北小岩胃腸科クリニック

133-0051 江戸川区北小岩4-8-3 03-3672-2865 ○

医）社団新穂会
京成小岩駅前クリニック

133-0051 江戸川区北小岩6-15-4 03-5694-2031 ○

医）社団黄耆会
京谷医院

133-0051 江戸川区北小岩6-17-7 03-3671-8103 ○

医）社団　
同仁内科医院

133-0051 江戸川区北小岩6-39-3 03-3657-0080 ○

医）社団翼衛会　
速水医院

133-0051 江戸川区北小岩6-47-6 03-3672-6759 ○

医）財団恵宏会
小岩診療所

133-0051 江戸川区北小岩6-8-13 03-3673-2857 ○

社福）仁生社　
江戸川病院

133-0052 江戸川区東小岩2-24-18 03-3673-1221 ○

恵仁堂医院 133-0052 江戸川区東小岩4-10-5 03-3657-4416 ○

医）社団晃勲会
白石医院

133-0052 江戸川区東小岩4-33-16 03-3657-4501 ○

医）社団城東桐和会
東小岩げんきクリニック

133-0052
江戸川区東小岩4-5-2
神奈川ﾋﾞﾙ2階

03-5612-3702 ○

医）社団弘仁会
片倉クリニック

133-0052 江戸川区東小岩5-19-12 03-3658-0221 ○

佐藤医院 133-0052 江戸川区東小岩5-20-12 03-3657-1414 ○
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医）社団杏泉会
塚本医院

133-0052 江戸川区東小岩5-32-10 03-3657-0864 ○

医）社団　　玉城医院 133-0052 江戸川区東小岩6-1-3 03-3657-1011 ○

医）社団優祉会
小岩医院

133-0052 江戸川区東小岩6-21-5 03-3657-1378 ○

医）社団昌葉会　北篠崎クリニック 133-0053 江戸川区北篠崎2-4-3 03-3698-7225 ○

医）社団ゆい
トータルケアクリニック

133-0056
江戸川区西小岩1-25-15
ｻｼﾊﾞﾋﾞﾙ1F

03-5612-5188 ○

こいわ内科眼科 133-0056 江戸川区南小岩2-13-13 03-5876-7803 ○

徳永医院 133-0056 江戸川区南小岩3-10-10 03-3657-4652 ○

医）社団広洋会
ほしの小児科クリニック

133-0056 江戸川区南小岩3-28-1 03-5612-2205 ○

玉置医院 133-0056 江戸川区南小岩3-8-1 03-3657-0266 ○

吉岡医院 133-0056 江戸川区南小岩5-16-8 03-3657-1037 ○

渡辺クリニック 133-0056 江戸川区南小岩5-20-15 03-3657-6284 ○

養命閣医院 133-0056 江戸川区南小岩6-18-5 03-3673-5333 ○

遠藤内科医院 133-0056 江戸川区南小岩6-30-8 03-3650-7041 ○

医）社団天辰会
やまと整形外科

133-0056
江戸川区南小岩7-22-1
ｱﾙﾌｧｸﾞﾗﾝﾃﾞ小岩ｽｶｲﾌｧｰｽﾄ2Ｆ

03-6801-7424 ○

三浦内科医院 133-0056
江戸川区南小岩7-26-15
高地 ﾋﾞﾙ2Ｆ

03-5668-3641 ○

医）社団　　宮下医院 133-0056 江戸川区南小岩7-28-15 03-3659-0715 ○

江戸川中央医院 133-0056 江戸川区南小岩7-35-2 03-3657-3669 ○

医）社団愛児会
南小岩クリニック

133-0056 江戸川区南小岩7-5-18 03-3657-2982 ○

医）社団
笹川胃腸内科・石川歯科

133-0056 江戸川区南小岩8-14-1 03-3672-3150 ○

医療法人社団つむぎ会
守島医院

133-0057 江戸川区西小岩1-16-6 03-3671-3711 ○

医）社団靭生会
メディカルプラザ小岩駅

133-0057
江戸川区西小岩1-23-2
ｻﾝﾊｲﾂｸﾞﾘｰﾝﾋﾙ1F

03-5612-5182 ○

医）社団望星会
小岩駅前診療所

133-0057 江戸川区西小岩1-25-11 03-3657-6395 ○

医）社団燦明会
大木クリニック

133-0057 江戸川区西小岩1-28-18-102 03-5693-0600 ○

医）慈陽会
福田医院

133-0057 江戸川区西小岩1-6-14 03-3672-7311 ○

長山医院 133-0057 江戸川区西小岩3-21-11 03-3657-8789 ○

藤医院 133-0057 江戸川区西小岩3-28-14 03-3672-9333 ○

西小岩内科医院 133-0057 江戸川区西小岩3-5-3 03-3658-3782 ○
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医）社団海風会
西小岩ファミリークリニック

133-0057 江戸川区西小岩4-10-13 03-5612-1241 ○

医）社団靭生会
内科メディカルプラザ

133-0057
江戸川区西小岩4-1-2
ｸﾞﾗﾝﾏｰｼﾞｭ1F　A

03-5668-7191 ○

医）社団一翠会
みながわクリニック

133-0057 江戸川区西小岩4-9-5 03-5612-2151 ○

医）生生会　生生医院 133-0057 江戸川区西小岩5-10-22 03-3657-6151 ○

医）社団香雪会
香雪医院

133-0061 江戸川区篠崎町2-1-1 03-5664-0777 ○

一志胃腸科クリニック 133-0061 江戸川区篠崎町2-15-21 03-3670-0221 ○

医）社団桐和会
篠崎駅前クリニック

133-0061
江戸川区篠崎町2-7-1
ｲｰｽﾄﾊｲﾑ篠崎1Ｆ

03-5666-1331 ○

高野医院 133-0061 江戸川区篠崎町4-12-12 03-3670-7550 ○

神保消化器内科医院 133-0061 江戸川区篠崎町7-19-4 03-3678-3652 ○

医）社団養成会
篠崎医院

133-0061 江戸川区篠崎町7-21-8 03-5666-8851 ○

渡辺内科クリニック 133-0061 江戸川区篠崎町7-3-1 03-5243-1871 ○

しろひげ在宅診療所 133-0065 江戸川区南篠崎町2-11-2 03-5666-4675 ○

医）社団瑞香会
瑞江ゆうあいクリニック

133-0065 江戸川区南篠崎2-9-7 03-5243-5339 ○

三原内科循環器科クリニック 133-0065 江戸川区南篠崎町1-19-９ 03-5243-7781 ○

医）社団総風会　
江戸川共済病院

133-0065 江戸川区南篠崎町1-2-16 03-3679-5211 ○

医）社団信康会
入江医院

133-0065 江戸川区南篠崎町1-6-4 03-3676-2433 ○

医）社団美友梨会
福田クリニック

133-0065 江戸川区南篠崎町2-38-13 03-3679-2011 ○

医）社団昭正会
瑞江脳神経外科医院

133-0065 江戸川区南篠崎町3-24-2 03-3670-2112 ○

医）社団北水会
みずえクリニック

133-0065 江戸川区南篠崎町3-8-15 03-5243-1782 ○

みんなの内科クリニック東松本 133-0071 江戸川区東松本1-14-6 03-5876-8215 ○

江戸川メディケア病院 133-0071 江戸川区東松本2-14-12 03-3657-1181 ○

コウクリニック 133-0073 江戸川区鹿骨1-34-6 03-5666-5929 ○

医）社団三和会　
菊地外科胃腸科

133-0073 江戸川区鹿骨3-18-7 03-3679-9799 ○

東京東病院 133-0073 江戸川区鹿骨3-20-3 03-5636-3030 ○

伊谷医院 133-0073 江戸川区鹿骨5-11-1 03-3679-3992 ○

医療法人社団木かげ会
わたなべ医院

134-0013 江戸川区江戸川4-22-4 03-3656-3232 ○

三角診療所 134-0013 江戸川区江戸川6-22-24 03-3680-0744 ○
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千葉クリニック 134-0081 江戸川区北葛西1-14-23 03-3680-4035 ○

たべ内科クリニック 134-0081 江戸川区北葛西1-3-25 03-6456-0862 ○

医）社団森山医会
森山記念病院

134-0081 江戸川区北葛西4-3-1 03-5679-1211 ○

医）社団ナイズ
キャップスクリニック北葛西

134-0081 江戸川区北葛西5-15-2 03-6808-8055 ○

医）社団　青木クリニック 134-0082
江戸川区宇喜田町1039-1
ｴｸｾﾗｰｼﾞｭ船堀102号

03-5878-3063 ○

医）社団家宏会
沢医院

134-0083 江戸川区中葛西1-31-53 03-3680-8765 ○

医）社団　　佐藤医院 134-0083 江戸川区中葛西1-4-16 03-3688-7460 ○

医）社団清正会
飯塚内科医院

134-0083 江戸川区中葛西3-16-6 03-3688-0395 ○

医）社団祐光会　
弘邦医院

134-0083
江戸川区中葛西3-37-18
笈川ﾋﾞﾙ3F

03-3686-8651 ○

医療法人社団
矢島循環器・内科

134-0083 江戸川区中葛西5-38-10 03-5667-2525 ○

医）社団順公会
白石整形外科内科クリニック

134-0083
江戸川区中葛西5-41-16
ﾌﾛｰﾗﾙ中葛西１Ｆ

03-5679-5711 ○

医）社団由寿会
おかはら胃腸クリニック

134-0084
江戸川区東葛西 6－2－13－201 
ﾌﾛｰﾗﾙ東葛西7

03-5659-2155 ○

医）社団フレシェア
まつおクリニック

134-0084
江戸川区東葛西2-9-10
ｸﾘｽﾀﾙﾋﾞﾙ3F

03-5667-4181 ○

辻医院 134-0084 江戸川区東葛西3-3-6 03-3680-2029 ○

医）社団照仁会
森内科クリニック

134-0084 江戸川区東葛西4-7-6 03-3869-3411 ○

医）社団希和会
葛西内科クリニック

134-0084
江戸川区東葛西5-1-4
ｼﾉﾊﾗﾋﾞﾙ3F

03-3687-5755 ○

いがらし内科医院 134-0084 江戸川区東葛西5-46-11 03-3680-9771 ○

医）社団順公会
佐藤整形外科

134-0084 江戸川区東葛西6-1-17 03-5658-5711 ○

柴山泌尿器科・内科クリニック 134-0084
江戸川区東葛西6-1-17
第6カネ長ビル 2F

03-5675-7223 ○

医）社団　
安藤内科医院

134-0084 江戸川区東葛西6-15-16 03-3689-7309 ○

医）社団慶生会
慶生会クリニック

134-0084
江戸川区東葛西6-2-7
新店ビル３F

03-3689-7323 ○

山下クリニック 134-0084
江戸川区東葛西6-7-20
原田商会ビル1Ｆ

03-3878-5883 ○

医）財団　南葛勤医協
葛西みなみ診療所

134-0085
江戸川区南葛西2-12-1
かさい保健医療福祉ﾋﾞﾙ 2階

03-5679-7144 ○

村澤医院 134-0085 江戸川区南葛西3-19-13 03-3675-3682 ○

吉利医院 134-0085
江戸川区南葛西3-24-12
ﾌﾗﾜｰｶﾞｰﾃﾞﾝ英ﾋﾞﾙ1F

03-3675-2771 ○

医）社団　　なぎさ診療所 134-0085 江戸川区南葛西7-2-2-201 03-3675-2801 ○

清新南クリニック 134-0087 江戸川区清新町1-1-6-101 03-3877-8665 ○
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清新北診療所 134-0087 江戸川区清新町1-4-1-106 03-3878-3001 ○

医）社団西清会
清新外科クリニック

134-0087 江戸川区清新町1-4-5-103 03-3675-4707 ○

医）社団愛優会
西葛西三丁目診療所

134-0088 江戸川区西葛西3-11-8 03-3869-1465 ○

医）社団桐司会
おがはら循環器・内科

134-0088 江戸川区西葛西3-15-5-1F 03-3680-2525 ○

えんどう医院 134-0088 江戸川区西葛西3-19-5 03-3675-0330 ○

江戸川クリニック 134-0088 江戸川区西葛西3-8-3 03-3687-8933 ○

医）社団
西葛西クリニック

134-0088 江戸川区西葛西4-2-75 03-3686-5555 ○

医）社団昭扇会
扇内整形外科

134-0088 江戸川区西葛西5-4-6-102 03-5658-1501 ○

医）　社団　博清会
田島クリニック

134-0088
江戸川区西葛西6-13-7
第7山秀ビル３Ｆ

03-3687-1161 ○

酒井内科・神経内科クリニック 134-0088
江戸川区西葛西6-15-20
ｱｲﾋﾞｰﾊｲﾂ204号

03-6808-2807 ○

医）社団ＧＤＣ
山下内科／糖尿病クリニック

134-0088 江戸川区西葛西6-15-3-4F 03-5679-8282 ○

宮澤クリニック 134-0088
江戸川区西葛西6-18-3
KIRAKUⅡA棟１階

03-3878-0826 ○

医）社団楠目会
新葛西クリニック

134-0088
江戸川区西葛西6-19-8介護老人
保健施設くすのきの里7Ｆ

03-3675-2511 ○

医）社団快晴
かとう内科クリニック

134-0088 江戸川区西葛西6-24-7 03-5679-2317 ○

医）社団平和会
西葛西南口整形外科・リウマチ科

134-0088
江戸川区西葛西6-6-12
ｼﾃｨﾏﾝｼｮﾝ西葛西 1F

03-5675-3191 ○

医）社団淳風会
渡　内科・胃腸科

134-0088
江戸川区西葛西6-9-12
第三吉野ﾋﾞﾙ２F

03-5667-1653 ○

医）社団鈴医会　
菅谷クリニック

134-0088 江戸川区西葛西7-10-16 03-3688-3678 ○

医）社団森山医会
森山脳神経センター病院

134-0088 江戸川区西葛西7-12-7 03-3675-1211 ○

医）財団綜友会
第二臨海クリニック

134-0088 江戸川区西葛西7-28-8 03-5658-3558 ○

社福）東京栄和会
博愛ホ－ム診療所

134-0088 江戸川区西葛西8-1-1 03-3675-1201 ○

医）社団みのる会
船堀駅前整形外科内科

134-0091
江戸川区船堀2-22-14
NSｾﾝﾄﾗﾙﾋﾞﾙ1F

03-5658-8711 ○

医）社団福仁会
船堀診療所

134-0091 江戸川区船堀2-23-10 03-3687-2231 ○

医）社団善千会
浅岡医院

134-0091 江戸川区船堀3-10-7 03-5696-3363 ○

医）社団昭宋会
船堀駅前こすもす内科医院

134-0091 江戸川区船堀3-5-7-308 03-5674-8796 ○

医）社団博医会
船堀内科クリニック

134-0091
江戸川区船堀3-7-1
今井ビル３F

03-3869-1773 ○

医）社団鳳和会
船堀橋クリニック

134-0091 江戸川区船堀3-7-22 03-3675-4447 ○

医）樹亘会
船堀南口サザンパーク内科

134-0091 江戸川区船堀3-8-1 03-3686-8022 ○
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奥澤医院 134-0091 江戸川区船堀4-10-7 03-3877-5210 ○

医）社団順禮拓海会
江戸川ホームケアクリニック

134-0091
江戸川区船堀4-3-6
ﾘﾍﾞｰﾙ船堀6F

03-5667-6221 ○

医）社団図南
川上脳神経外科クリニック

134-0091
江戸川区船堀5-13-2
NSｾﾝﾄﾗﾙﾋﾞﾙ1Ｆ

03-5878-3328 ○

医）社団　　葛西中央病院 134-0091 江戸川区船堀7-10-3 03-3680-8121 ○

医）社団昌医会
葛西昌医会病院

134-8678 江戸川区東葛西6-30-3 03-5696-1611 ○
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