
令和3年度特定健診・特定保健指導契約機関リスト（東京都）

すずしろ医療生活協同組合すずし
ろ診療所

176-0001 練馬区練馬1-15-1堀越ﾋﾞﾙ2階 03-3557-1131 ○

医療法人社団順洋会武蔵野総合ク
リニック練馬

176-0001 練馬区練馬1-26-1 中道ﾋﾞﾙ2-5階 03-3993-7015 ○

鈴木クリニック 176-0001 練馬区練馬1-27-1 03-3991-1581 ○

医療法人財団健康文化会練馬第
二診療所

176-0001 練馬区練馬1-6-16 03-3991-4670 ○

さいぐさ医院 176-0001
練馬区練馬3-19-12ｳｴｽﾄﾊｲﾗﾝﾄﾞ
1階

03-5946-7003 ○

たかみクリニック 176-0001 練馬区練馬4-10-10 03-5984-5122 ○

髙橋医院 176-0001 練馬区練馬4-13-5 03-3993-3811 ○

新桜台内科・外科クリニック 176-0002
練馬区桜台1-28-8ｼｰｽﾘｰﾓｰﾙ新
桜台2階

03-3993-9090 ○

医療法人社団郁翠会牧田医院 176-0002
練馬区桜台1-45-15 Blanc et Noir 
1階

03-3948-0600 ○

南町医院 176-0002 練馬区桜台1-8-8 03-3993-5251 ○

医療法人財団秀行会阿部クリニック 176-0002 練馬区桜台2-1-7 03-3992-1103 ○

医療法人社団宏生会反町医院 176-0002 練馬区桜台3-14-16 03-3991-2969 ○

医療法人社団養生会赤松レディス
クリニック

176-0002 練馬区桜台3-41-14 03-3991-8854 ○

医療法人社団森田クリニック 176-0002 練馬区桜台3-46-5 03-3557-6350 ○

平間医院 176-0002 練馬区桜台4-1-8 03-3993-5353 ○

本多医院 176-0002 練馬区桜台5-1-10 03-3991-1028 ○

新桜台中村ファミリークリニック 176-0003 練馬区羽沢2-2-14 03-3991-7131 ○

上野医院 176-0004 練馬区小竹町1-42-5 03-3955-2315 ○

医療法人社団幸德会かとう内科クリ
ニック小竹向原

176-0004
練馬区小竹町2-3-
1GrandeKotake1F

03-5995-1500 ○

石黒内科クリニック 176-0004 練馬区小竹町2-81-8 03-5917-6100 ○

大野医院 176-0005 練馬区旭丘1-55-5 03-3951-8182 ○

いとう内科クリニック 176-0005
練馬区旭丘2-34-15旭丘ﾗﾎﾟｰﾙ1
階

03-6761-1171 ○

井口医院 176-0006 練馬区栄町32-9 03-3994-3871 ○

医療法人社団平塚医院 176-0006 練馬区栄町3-9 03-3991-0297 ○

西澤クリニック 176-0006 練馬区栄町6-8-1階 03-3948-5288 ○

医療法人社団浩生会浩生会スズキ
病院

176-0006 練馬区栄町7-1 03-3557-2001 ○

医療法人社団真成会野口医院 176-0011 練馬区豊玉上1-13-6 03-3994-5018 ○
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医療法人社団桜舞会井関内科 176-0011 練馬区豊玉上2-21-13-101 03-5912-1500 ○

練馬桜台クリニック 176-0012 練馬区豊玉北4-11-9 03-5999-0723 ○

医療法人社団三世会ねぎしクリニッ
ク

176-0012 練馬区豊玉北4-19-6 03-3991-0328 ○

津久井クリニック 176-0012 練馬区豊玉北4-22-1 03-3991-1111 ○

医療法人社団慶誠会佐々木医院 176-0012 練馬区豊玉北4-8-14 03-3993-0302 ○

みすずクリニック 176-0012 練馬区豊玉北5-12-8-1階 03-3993-6199 ○

医療法人社団文和会中井医院 176-0012 練馬区豊玉北5-3-14 1階 03-3991-0657 ○

佐藤クリニック 176-0012 練馬区豊玉北5-32-4 03-3993-3171 ○

医療法人社団晃仁会内田内科胃
腸クリニック

176-0012 練馬区豊玉北5-7-15 03-5912-1241 ○

森田医院 176-0012 練馬区豊玉北6-15-19 03-3991-0012 ○

森口クリニック 176-0012
練馬区豊玉北6-1-7ﾒｲｿﾞﾝ豊玉2
階

03-3991-1750 ○

医療法人社団柔和会藤澤こどもクリ
ニック

176-0012 練馬区豊玉北6-6-6 03-3557-7950 ○

秋田医院 176-0013 練馬区豊玉中4-10-3 03-3991-1151 ○

とくでんクリニック 176-0014 練馬区豊玉南1-10-1 03-3991-1971 ○

医療法人社団章黎会よしだ内科クリ
ニック

176-0021 練馬区貫井1-12-5 03-3577-3252 ○

医療法人社団誠弘会平木整形外
科内科

176-0021 練馬区貫井1-2-9 03-3999-7002 ○

戸田クリニック 176-0021 練馬区貫井1-7-26 03-3970-3535 ○

よしなが在宅クリニック 176-0021
練馬区貫井2-27-23ﾊﾟﾗﾄﾞｰﾙ中村
橋101

03-5848-9501 ○

笠井内科循環器クリニック 176-0021 練馬区貫井3-11-12-3階 03-3577-8071 ○

医療法人社団榎本会富士見堂クリ
ニック

176-0021 練馬区貫井3-14-6並木ﾋﾞﾙ1階 03-5848-5987 ○

おなかの富士見台クリニック 176-0021 練馬区貫井3-3-10富士屋ﾋﾞﾙ3階 03-5971-2421 ○

医療法人社団弘和会歌橋医院 176-0021 練馬区貫井4-25-31 03-3999-6767 ○

あまの内科クリニック 176-0023
練馬区中村北1-10-12ﾒﾃﾞｨｶﾙﾎﾟｰ
ﾄ練馬2F

03-3577-8858 ○

清水内科クリニック 176-0023 練馬区中村北2-18-8ちくまﾋﾞﾙ2階 03-3577-1900 ○

医療法人社団Sais　on　Hｅaｌｔｈ中
村橋駅前内科クリニック

176-0023
練馬区中村北3-23-5 ｼｭｳｶﾜｸﾞﾁ
ﾋﾞﾙ1階

03-5848-7830 ○

寺門医院 176-0023 練馬区中村北3-3-5 03-3999-4630 ○

わだ内科クリニック 176-0023 練馬区中村北4-4-12-1階 03-3825-7888 ○
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医療法人社団隆記会田中医院 176-0023 練馬区中村北4-4-16-1階 03-3998-0011 ○

医療法人社団浩誠会臼井医院 176-0024 練馬区中村2-16-8 03-3970-0210 ○

医療法人社団順済会つちやハート
クリニック

176-0024 練馬区中村3-17-6内田ﾋﾞﾙ1F 03-5933-9914 ○

中杉通り整形外科 176-0024
練馬区中村3-24-15ｻﾝﾊｲﾑ中幸1
階

03-3999-7916 ○

大野醫院 176-0024 練馬区中村3-31-1 03-3999-6620 ○

医療法人社団健晟会扇内医院 176-0024 練馬区中村3-4-18 03-3990-2111 ○

医療法人社団順政会はたクリニック 176-0025 練馬区中村南1-15-16 03-3926-2355 ○

もろいクリニック 176-0025 練馬区中村南2-15-6 03-5848-8558 ○

医療法人社団千年会いかいクリニッ
ク

176-0025
練馬区中村南3-12-4ひかり壱番
館1階

03-5971-3601 ○

手塚医院 176-0025 練馬区中村南3-15-2 03-3990-9970 ○

医療法人社団こうち医院 176-0025
練馬区中村南3-16-7東京ｾﾝﾄﾗﾙ
中村南101号

03-5987-5137 ○

二葉医院 177-0031 練馬区三原台1-1-17 03-3922-1466 ○

三原台野口クリニック 177-0031 練馬区三原台1-14-37-101 03-3923-5181 ○

医療法人社団栄心会田辺胃腸科 177-0031 練馬区三原台1-28-1 03-5905-5535 ○

すみれホームケアクリニック 177-0031
練馬区三原台3-26-14ﾎﾟﾚｰﾙ石神
井403

03-6904-5828 ○

いそべクリニック 177-0032 練馬区谷原1-12-10東明ﾋﾞﾙ1階 03-5372-6566 ○

医療法人社団ヅーフハルマ中村医
院

177-0032 練馬区谷原2-11-5 03-3997-0250 ○

杉山医院 177-0032 練馬区谷原3-1-20 03-3995-1333 ○

野口クリニック 177-0032 練馬区谷原5-27-5 03-5387-1105 ○

医療法人社団康和会田中医院 177-0032 練馬区谷原6-9-8 03-3996-5700 ○

医療法人社団慈守会池田医院 177-0033
練馬区高野台1-3-7NFﾌﾟﾗｻﾞⅡ
201

03-5372-6119 ○

ハートフルクリニック高野台 177-0033 練馬区高野台1-6-8 03-5923-9833 ○

高野台クリニック 177-0033 練馬区高野台1-7-20 03-5393-8883 ○

田村医院 177-0033 練馬区高野台3-38-10 03-3996-0434 ○

神山医院 177-0033 練馬区高野台5-21-18 03-3996-0344 ○

うちだ内科クリニック 177-0034
練馬区富士見台2-4-15大惣ﾋﾞﾙ1
階

03-3970-2433 ○

医療法人社団平真会薬師堂診療
所

177-0035 練馬区南田中3-26-3 03-3997-2657 ○
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医療法人財団豊島医院 177-0041 練馬区石神井町1-22-8 03-3996-0014 ○

医療法人社団つちやクリニック 177-0041 練馬区石神井町1-25-12 03-3997-3621 ○

医療法人社団三健会渡辺整形外
科内科医院

177-0041 練馬区石神井町2-13-15 03-3997-6237 ○

医療法人社団三芽会原田クリニック 177-0041 練馬区石神井町2-14-31ﾋﾞｵﾗ5階 03-6913-3725 ○

医療法人社団莉生会メディケアクリ
ニック石神井公園

177-0041
練馬区石神井町2-8-21MJYﾋﾞﾙ
2F･3F

03-6913-2278 ○

医療法人社団ユークレイジア会小
山クリニック

177-0041 練馬区石神井町3-19-17 03-3995-7031 ○

医療法人社団賢智会かくたに内視
鏡消化器内科クリニック

177-0041
練馬区石神井町3-21-9 第三島光
ﾋﾞﾙ3階

03-3997-7149 ○

田村外科クリニック 177-0041 練馬区石神井町3-29-9 03-3995-6202 ○

いしざき内科 177-0041
練馬区石神井町3-30-20ｺｰﾎﾟ田
嶋1階

03-6913-3925 ○

土屋医院 177-0041 練馬区石神井町3-5-4 03-3996-4791 ○

医療法人社団弘健会菅原医院 177-0041 練馬区石神井町3-9-16 03-3996-3016 ○

医療法人社団石神井診療所 177-0041 練馬区石神井町4-8-10 03-3997-0330 ○

医療法人五麟会栗林医院 177-0041 練馬区石神井町7-14-5 03-3904-3215 ○

渡辺クリニック 177-0041 練馬区石神井町8-36-10 03-3996-9555 ○

各務内科医院 177-0041 練馬区石神井町8-40-10 03-3995-6171 ○

なごみクリニック 177-0042 練馬区下石神井4-7-28 1F 03-3995-7530 ○

野地医院 177-0042 練馬区下石神井6-21-7 03-3996-5796 ○

医療法人社団峰紋会クルマタニクリ
ニック

177-0044 練馬区上石神井1-25-8 03-3928-0508 ○

のじり内科クリニック 177-0044
練馬区上石神井1-40-13第七田
中ﾋﾞﾙ1階

03-5903-5578 ○

川邊内科 177-0044 練馬区上石神井2-26-15 03-3920-6810 ○

医療法人社団ブライトはせがわ内
科クリニック

177-0044
練馬区上石神井3-29-3ﾋﾟｱｺｽﾓｽ1
階

03-3920-7808 ○

医療法人社団上石神井サン・クリ
ニック

177-0044 練馬区上石神井3-6-34 03-5910-3888 ○

医療法人社団白鳳会大角医院 177-0044 練馬区上石神井4-3-23 03-3920-0966 ○

さとう内科医院 177-0045
練馬区石神井台4-7-3石神井台ｸ
ﾘﾆｯｸﾓｰﾙ1階

03-5903-9613 ○

金田医院 177-0045 練馬区石神井台7-2-10 03-3920-1065 ○

医療法人社団アイディーエスじぶク
リニック

177-0045 練馬区石神井台7-22-3 03-5903-1221 ○

さくらい泌尿器科クリニック 177-0045 練馬区石神井台7-24-3 03-5903-7570 ○
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滝澤クリニック 177-0045 練馬区石神井台8-18-26 03-5991-0538 ○

医療法人社団遼山会関町病院 177-0051 練馬区関町北1-6-19 03-3920-0532 ○

医療法人社団岡田医院 177-0051 練馬区関町北1-8-9 03-3920-1232 ○

医療法人社団こいし会関町ゆいクリ
ニック

177-0051 練馬区関町北2-26-11 03-6766-0808 ○

くどうクローバークリニック 177-0051 練馬区関町北2-26-17-1階 03-5903-5070 ○

加藤クリニック 177-0051
練馬区関町北2-27-11ﾄｳｾﾝ関町
ﾋﾞﾙ5階

03-3920-3920 ○

赤司医院 177-0051 練馬区関町北2-9-16 03-3920-0578 ○

白戸医院 177-0051 練馬区関町北4-14-19 03-5991-1300 ○

医療法人社団一修会富田いきいき
クリニック

177-0051 練馬区関町北4-4-17 03-3928-2781 ○

関町内科クリニック 177-0051
練馬区関町北5-6-1ﾄﾊﾟｰｽﾞﾊｲﾑ1
階

03-5903-3881 ○

築根クリニック 177-0052 練馬区関町東1-22-11 03-3928-7868 ○

医療法人社団蒼明会大川整形外
科

177-0053
練馬区関町南1-9-50上石神井ｸﾘ
ﾆｯｸﾌｧｰﾑ内1階

03-3929-2212 ○

希内科クリニック 177-0053
練馬区関町南1-9-50上石神井ｸﾘ
ﾆｯｸﾌｧｰﾑ内2階

03-3928-0055 ○

医療法人社団じうんどう慈雲堂病院 177-0053 練馬区関町南4-14-53 03-3928-6511 ○

野崎クリニック 177-0054 練馬区立野町14-15 03-3920-4066 ○

医療法人社団蘭松会立野町蘭松
医院

177-0054 練馬区立野町25-5 03-5991-6258 ○

新田クリニック 178-0061 練馬区大泉学園町1-28-5 03-5933-3071 ○

医療法人社団あかつき会後町クリ
ニック

178-0061 練馬区大泉学園町4-1-25 03-3923-3006 ○

医療法人社団尚仁会中村内科クリ
ニック

178-0061 練馬区大泉学園町4-22-13 03-3867-1711 ○

医療法人社団浩陽会はやみ医院 178-0061 練馬区大泉学園町5-7-21 03-3922-3956 ○

医療法人社団憲希会藤野医院 178-0061 練馬区大泉学園町6-1-37 03-3978-9223 ○

松崎医院 178-0061 練馬区大泉学園町6-16-25 03-3925-4321 ○

医療法人社団宏陵会大泉中央クリ
ニック

178-0061 練馬区大泉学園町6-27-2 03-3923-5678 ○

入倉クリニック 178-0061 練馬区大泉学園町7-10-28 03-3867-4190 ○

医療法人社団安和会若井内科・呼
吸器科

178-0061
練馬区大泉学園町7-15-16ﾊﾅﾌﾞｻ
第一ﾋﾞﾙ3階

03-5933-2011 ○

医療法人社団並正会武田クリニック 178-0061 練馬区大泉学園町7-2-28 03-3921-9235 ○

大泉学園桜クリニック 178-0061 練馬区大泉学園町7-24-15 03-5933-1075 ○
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福田医院 178-0061 練馬区大泉学園町7-6-3 03-3924-2108 ○

医療法人社団翔洋会辻内科循環
器科歯科クリニック

178-0061 練馬区大泉学園町8-24-25 03-3924-2017 ○

メグ・マグノリアクリニック 178-0062 練馬区大泉町1-54-15 03-5947-6260 ○

医療法人社団渋谷医院 178-0062 練馬区大泉町2-60-5 03-3922-0022 ○

医療法人社団星の砂ねりま西クリ
ニック

178-0062 練馬区大泉町3-2-9 03-5933-3077 ○

いずみ医療生活協同組合大泉クリ
ニック

178-0062 練馬区大泉町6-29-20 03-3925-0077 ○

医療法人社団横山三慶会橋本クリ
ニック

178-0063
練馬区東大泉1-19-35三慶ﾋﾞﾙ1
階

03-3925-1114 ○

医療法人社団なごみ会つかさクリ
ニック

178-0063
練馬区東大泉1-28-6ﾓﾝｾｰﾇ大泉
3階

03-5947-5800 ○

高橋消化器科内科クリニック 178-0063
練馬区東大泉1-30-10岡野ﾋﾞﾙ2
階

03-3922-5101 ○

大泉アカデミアクリニック 178-0063
練馬区東大泉1-30-4第七三幸ﾋﾞ
ﾙ3階

03-5933-2522 ○

医療法人社団山口医院 178-0063 練馬区東大泉1-36-15 03-3922-0065 ○

東大泉メディカルクリニック 178-0063 練馬区東大泉2-11-31 03-3922-3421 ○

医療法人社団大晃会渡辺医院 178-0063 練馬区東大泉2-38-15 03-3922-3245 ○

医療法人社団正弘会江渕クリニック 178-0063 練馬区東大泉3-18-16-1階 03-5947-4976 ○

糸数外科胃腸科医院 178-0063
練馬区東大泉3-19-3ﾀｶﾊｼﾋﾞﾙ1
階

03-3978-8685 ○

医療法人社団GBC学園橋クリニック 178-0063 練馬区東大泉3-66-15 03-3867-1155 ○

長谷川クリニック 178-0063
練馬区東大泉4-26-4塩野第2ﾋﾞﾙ
2階

03-5935-0550 ○

三田村医院 178-0063
練馬区東大泉4-3-1 第2千代田ﾋﾞ
ﾙ

03-5933-1655 ○

なかじま内科 178-0063
練馬区東大泉4-31-1北園ﾒﾃﾞｨｶﾙ
ﾓｰﾙ2階A

03-3922-7722 ○

小野寺内科クリニック 178-0063 練馬区東大泉5-28-4 03-3923-8181 ○

医療法人社団弘順会大井手クリ
ニック

178-0063 練馬区東大泉5-34-10 03-5905-2625 ○

医療法人社団昌泉会やすひさ内科
クリニック

178-0063
練馬区東大泉5-40-24ｻﾝﾀﾞﾘｵﾝﾋﾞ
ﾙ1階

03-3922-8922 ○

東京保健生活協同組合大泉生協
病院

178-0063 練馬区東大泉6-3-3 03-5387-3111 ○

医療法人社団川満惠光会川満外
科

178-0063 練馬区東大泉6-34-46 03-3922-2912 ○

かわさき内科糖尿病クリニック 178-0063
練馬区東大泉6-47-18ﾄﾞｸﾀｰｽﾞﾎﾟｰ
ﾄ大泉学園内

03-3922-1071 ○

こばやし泌尿器科・皮膚科 178-0063
練馬区東大泉6‐47‐18ﾄﾞｸﾀｰｽﾞﾎﾟｰ
ﾄ大泉学園内

03-6904-5980 ○

水谷内科呼吸器科クリニック 178-0063
練馬区東大泉6-51-4TKﾏﾝｼｮﾝ1
階

03-3867-8141 ○
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医療法人社団健文会小林クリニック 178-0063 練馬区東大泉7-31-3 03-3925-1911 ○

医療法人社団純正会東大泉病院 178-0063 練馬区東大泉7-36-10 03-3924-5820 ○

医療法人社団健功会山川クリニック 178-0063 練馬区東大泉7-38-5 03-3867-1885 ○

医療法人社団てらもとクリニック 178-0064 練馬区南大泉1-15-39 03-5905-6006 ○

うんのクリニック 178-0064
練馬区南大泉3-27-12ﾊｲｼﾃｨ南
大泉1階

03-3921-6177 ○

保谷駅前クリニック 178-0064
練馬区南大泉3-29-14高橋ﾋﾞﾙ
1F2F

03-3978-8241 ○

医療法人社団松生会うすきクリニッ
ク

178-0064
練馬区南大泉4-47-9ｺﾝﾌｫｰﾄ南
大泉1階

03-3924-0443 ○

医療法人社団典美会保谷医院 178-0064 練馬区南大泉4-50-15 03-3924-3258 ○

医療法人社団優夏会川村内科クリ
ニック

178-0064 練馬区南大泉5-20-27 03-5947-5033 ○

医療法人社団慈翠会金子保谷内
科クリニック

178-0064 練馬区南大泉5-31-14 03-3921-4159 ○

医療法人社団澄笛会竹下医院 178-0064 練馬区南大泉5-36-9 03-3922-3341 ○

医療法人社団弥生会原医院 178-0065 練馬区西大泉1-15-9 03-3922-3022 ○

山東医院 178-0065 練馬区西大泉1-2-5 03-3922-2738 ○

瀧島医院 178-0065 練馬区西大泉4-23-13 03-3867-3111 ○

医療法人社団英泉会佐伯医院 178-0065 練馬区西大泉5-35-8 03-3925-1238 ○

吉野記念クリニック 179-0071
練馬区旭町1-15-19ﾗ･ﾌｫﾝﾃｰﾇｲ
ﾝ光が丘2階

03-3939-4412 ○

医療法人社団祥和会中村内科クリ
ニック

179-0071 練馬区旭町2-9-13 03-3977-3673 ○

内科吉沢医院 179-0071
練馬区旭町3-25-21ﾕｰｹﾞﾝﾄ兎月1
階

03-6423-0707 ○

医療法人社団金谷クリニック 179-0072 練馬区光が丘2-4-11-102 03-3979-2331 ○

医療法人社団橙樹会光が丘内田ク
リニック

179-0072 練馬区光が丘3-3-4-101 03-3976-6411 ○

医療法人社団いとう小児科クリニッ
ク

179-0072 練馬区光が丘3-7-1-101 03-3979-2011 ○

医療法人社団健寿の樹きくかわクリ
ニック内科・老年内科

179-0072 練馬区光が丘3-9-2IMA南館2階 03-6909-8528 ○

沼口整形外科・小児科 179-0072 練馬区光が丘5-2-5-102 03-3976-0131 ○

医療法人社団啓妙会桑名医院 179-0072 練馬区光が丘5-5-6-101 03-3976-3230 ○

医療法人社団健志会飯島医院 179-0072 練馬区光が丘7-3-6-102 03-3976-6087 ○

医療法人社団市原外科内科 179-0073 練馬区田柄1-1-12 03-3939-3357 ○

本橋内科クリニック 179-0073 練馬区田柄2-30-14-1階 03-3938-3501 ○
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医療法人社団中山クリニック 179-0073 練馬区田柄2-45-8 03-3939-0361 ○

小林内科クリニック 179-0073 練馬区田柄3-13-20 03-3926-8802 ○

医療法人社団周生会杉田クリニック 179-0073 練馬区田柄4-11-10 03-3970-6329 ○

間遠医院 179-0073 練馬区田柄4-27-23 03-3975-1550 ○

林内科胃腸科 179-0073 練馬区田柄5-14-11-2F 03-3825-3312 ○

医療法人社団翔真会浜野小児科
内科クリニック

179-0073 練馬区田柄5-14-19 03-3926-2635 ○

練馬光が丘内科内視鏡クリニック 179-0073
練馬区田柄5-16-5C CLINIC 
HIKARIGAOKA 3F

03-3577-7149 ○

医療法人社団輝恭会いしい脳神経
外科・内科クリニック

179-0073 練馬区田柄5-20-20 03-5971-8555 ○

医療法人社団貞衛会光が丘整形
外科

179-0073 練馬区田柄5-28-10 03-5971-2601 ○

春日町くりクリニック 179-0074 練馬区春日町2-14-4 03-5971-8098 ○

医療法人社団大航会オサムラクリ
ニック

179-0074 練馬区春日町2-7-1 03-3990-9888 ○

春日町診療所 179-0074 練馬区春日町3-29-41-102 03-3999-8810 ○

医療法人社団梛の会池内整形外
科

179-0074
練馬区春日町3-29-41AZA･中の
宮･A1階

03-3999-2300 ○

しまむらファミリークリニック 179-0074 練馬区春日町3-29-8 2F 03-5848-6477 ○

医療法人社団侑佳会岡田内科クリ
ニック

179-0074 練馬区春日町3-4-9春日ｺｰﾎﾟ2階 03-5987-3888 ○

加藤医院 179-0074 練馬区春日町4-18-1 03-5987-5900 ○

仲村医院 179-0074 練馬区春日町4-19-12 03-3999-0800 ○

宮野循環器内科 179-0074 練馬区春日町4-20-20 03-6768-7182 ○

医療法人社団ハートクリニックハート
クリニック練馬春日町

179-0074
練馬区春日町5-33-30ﾒﾃﾞｨｶﾙｶﾞｰ
ﾃﾞﾝ春日町1階

03-5971-8550 ○

医療法人社団心優会安藤クリニック 179-0074
練馬区春日町6-5-15ﾒﾃﾞｨｶﾙ春日
ﾗ･ｾﾘｰｾﾞI2階

03-3990-8001 ○

医療法人社団凌山会たかまつクリ
ニック

179-0075
練馬区高松1-14-5ﾛｰｽﾞｶﾞｰﾃﾞﾝ1
階

03-5987-5860 ○

医療法人社団清美会宮園内科クリ
ニック

179-0075 練馬区高松1-42-20 03-3825-1001 ○

光が丘南佐藤医院 179-0075 練馬区高松4-12-17 03-3926-8765 ○

医療法人社団平成会たいら整形外
科クリニック

179-0076 練馬区土支田2-29-19 03-5947-3699 ○

こくぶん医院 179-0081 練馬区北町1-36-18 03-3933-5550 ○

金岡胃腸科外科医院 179-0081 練馬区北町2-18-10 03-3933-6520 ○

医療法人社団貢栄会しろた内科･
胃腸科クリニック

179-0081 練馬区北町2-22-11ｸﾞﾗﾝｻﾝﾃ2階 03-5398-0200 ○
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下島メディカルクリニック 179-0081 練馬区北町2-36-6ｿﾚﾑ守屋1階 03-5945-3266 ○

医療法人社団秀光会黒川内科医
院

179-0081 練馬区北町2-41-21 03-5920-5557 ○

練馬きたまち内科・糖尿病内科クリ
ニック

179-0081 練馬区北町3-16-10 03-3550-7555 ○

医療法人社団松永クリニック 179-0081 練馬区北町3-20-4 03-3933-7571 ○

医療法人社団一優会津久井小児
科内科医院

179-0081 練馬区北町6-27-23 1階 03-3937-1151 ○

鈴木医院 179-0081 練馬区北町7-20-33 03-5921-0322 ○

上原医院 179-0081 練馬区北町8-12-10 03-3935-2226 ○

医療法人社団清真会麦島内科クリ
ニック

179-0082 練馬区錦1-21-1 03-3550-2256 ○

医療法人社団宮本外科宮本外科
内科

179-0082 練馬区錦2-8-5 03-3933-5656 ○

仲町メディカルクリニック 179-0083 練馬区平和台1-31-3 03-5921-2382 ○

医療法人社団光葉会佐川クリニック 179-0083 練馬区平和台2-11-14 03-6915-7233 ○

かみじょう整形外科 179-0083 練馬区平和台3-25-17ﾏﾙｷﾋﾞﾙ101 03-5945-1055 ○

医療法人社団善和会小船内科医
院

179-0083 練馬区平和台3-9-1 03-3931-7161 ○

医療法人財団健康文化会練馬第
一診療所

179-0083 練馬区平和台4-20-16 03-3933-8957 ○

医療法人社団和泰会平和台クリ
ニック

179-0083
練馬区平和台4-26-8ｻﾞ･ｸﾞﾗﾝﾃﾞｨｰ
ﾙ平和台Ⅰ

03-5922-1241 ○

医療法人社団じんの内科医院 179-0084 練馬区氷川台3-24-21 03-5922-6171 ○

城北公園クリニック 179-0084 練馬区氷川台4-7-1 03-5922-6333 ○

いしだ内科ハートクリニック 179-0085
練馬区早宮1-1-1ﾁｪﾚｽﾃ氷川台1
階

03-6914-7151 ○

知久医院 179-0085 練馬区早宮1-22-14 03-3994-0220 ○

医療法人社団憲幸会田村内科小
児科医院

179-0085 練馬区早宮2-22-15 03-3934-7748 ○

岩渕診療所 173-0001 板橋区本町17-1 03-3961-2413 ○ ○ ○

城西クリニック 173-0001 板橋区本町25-10 ﾌｧﾝﾋﾞﾙ4F 03-3579-3118 ○

東京腎泌尿器センター大和病院 173-0001 板橋区本町36-3 03-5943-2411 ○ ○ ○

太田内科クリニック 173-0001 板橋区本町37-12 03-3961-0413 ○

医療法人社団仁恕会メンタルクリ
ニックいたばし

173-0004 板橋区板橋1-21-5 1F 2F 03-3961-9603 ○ ○ ○

いたばし・ハートクリニック 173-0004 板橋区板橋1-21-7 聖楽ﾋﾞﾙ1F 03-5248-0880 ○ ○ ○

おおの内科クリニック 173-0004 板橋区板橋1-36-1 TYﾋﾞﾙ 1F 03-3963-5521 ○
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平沼クリニック 173-0004 板橋区板橋2-16-6 03-6784-1190 ○

弘瀬医院 173-0004 板橋区板橋2-5-1 03-3961-8407 ○

医療法人社団野村医院 173-0004 板橋区板橋2-65-10ｰ201 03-3964-8544 ○

医療法人社団敬天会鶴田クリニック 173-0004
板橋区板橋2-67-8 板橋中央ﾋﾞﾙ 
6･7F

03-5375-7600 ○

医療法人社団桜楓会岡部医院 173-0004 板橋区板橋3-37-1 03-3961-0416 ○

仁木医院 173-0004 板橋区板橋3-5-3 03-3961-5931 ○

上原内科医院 173-0004 板橋区板橋3-6-11 03-5375-9981 ○

くわこ記念循環器科内科クリニック 173-0004 板橋区板橋3-9-14 03-5375-0531 ○

宮内医院 173-0004 板橋区板橋4-44-1 03-5943-1616 ○

木村内科クリニック 173-0004 板橋区板橋4-6-1 ｽｶｲﾌﾟﾗｻﾞ 2F 03-3964-1955 ○

医療法人社団仁潤会うえだクリニッ
ク

173-0005 板橋区仲宿48-9 03-5248-6622 ○

あらい内科クリニック板橋仲宿 173-0005 板橋区仲宿64-1 ｷｰﾌｪﾙﾝ1F 03-6909-6909 ○

双葉町クリニック 173-0011 板橋区双葉町12-17 03-3961-8060 ○

医療法人社団信尚会堀井医院 173-0011 板橋区双葉町40-13 03-3961-2610 ○

医療法人財団同潤会富士見病院 173-0012 板橋区大和町14-16 03-3962-2431 ○ ○ ○

藤吉クリニック 173-0012
板橋区大和町16-3 第二川井ﾋﾞﾙ
1F

03-5943-1200 ○

板橋区役所前診療所 173-0013
板橋区氷川町1-12 ｺｽﾓ･ﾃﾞｨｴｰｽ
3F

03-5375-9031 ○

香川内科小児科医院 173-0013 板橋区氷川町25-1 03-3961-9050 ○

野村循環器科内科クリニック 173-0014 板橋区大山東町18-4 北岡ﾋﾞﾙ 2F 03-5375-3711 ○

医療法人社団聡伸会今村医院 173-0014 板橋区大山東町58-20 03-3964-8805 ○

大山東方クリニック 173-0014 板橋区大山東町60-9 03-3964-1830 ○

冨山整形外科 173-0016 板橋区中板橋20-5-201 03-5375-8511 ○

萩原医院 173-0016 板橋区中板橋21-2 03-3961-8380 ○

渡辺医院 173-0016 板橋区中板橋29-6 03-3964-0381 ○

おおはし医院 173-0021
板橋区弥生町29-12 ﾒｿﾞﾝ･ﾄﾞ･ｺﾝ
ｾｰﾙ 1F

03-5917-2255 ○

鈴木医院 173-0023 板橋区大山町10-10 03-3956-1788 ○

医療法人社団医新会医新クリニック 173-0023 板橋区大山町23-1 03-5995-5100 ○
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田丸小児科内科医院 173-0023 板橋区大山町41-3 03-3956-2836 ○

佐伯医院 173-0023
板橋区大山町57-4 KNOTS大山1
階

03-5926-9075 ○ ○ ○

医療法人社団千秋双葉会東京シ
ティクリニック大山

173-0023 板橋区大山町9-6 EMPﾋﾞﾙ2F 03-3955-2200 ○

医療法人社団貴和会小川医院 173-0024
板橋区大山金井町16-8 ﾒｿﾞﾝｺﾞｰﾙ
ﾄﾞ1F

03-3955-8220 ○

医療法人社団望圭会勝又内科医
院

173-0026 板橋区中丸町22-7 03-3955-7333 ○

早川医院 173-0026 板橋区中丸町9-1 03-3972-6062 ○

医療法人社団寿祥会よりふじ医院 173-0031 板橋区大谷口北町27-4 03-3956-1255 ○

医療法人社団山愛会山倉医院 173-0031 板橋区大谷口北町51-2 03-3956-2626 ○

医療法人社団宮下医院 173-0031 板橋区大谷口北町76-7 03-3956-5349 ○

医療法人社団昭成会田﨑病院 173-0033 板橋区大山西町5-3 03-3956-0864 ○ ○ ○

つくしんぼ診療所 173-0033 板橋区大山西町70-10 1F 03-3972-1165 ○

板橋幸町クリニック 173-0034 板橋区幸町21-13-101 03-5966-5801 ○

医療法人社団経人会幸南クリニック 173-0034
板橋区幸町23-7 ｺﾓﾃﾞｨｲｲﾀﾞ幸町
店別館

03-5917-3900 ○

医療法人社団ウェルネスササキクリ
ニック

173-0034 板橋区幸町47-13 03-3973-1155 ○

疋田医院 173-0034 板橋区幸町6-6 03-3955-0336 ○

落合医院 173-0035 板橋区大谷口2-20-6 03-3956-3012 ○

吉永医院 173-0035 板橋区大谷口2-29-7 03-5965-5366 ○ ○ ○

戸島医院 173-0035 板橋区大谷口2-3-5 03-3956-5275 ○

たにもとクリニック 173-0036 板橋区向原3-10-15-102 03-3530-8327 ○

岡村整形外科クリニック 173-0036 板橋区向原3-10-19-101 03-3956-1234 ○

医療法人社団博凰会敬愛病院 173-0036 板橋区向原3-10-23 03-3973-3811 ○

医療法人社団博鳳会敬愛病院附
属クリニック

173-0036 板橋区向原3-10-6 03-5986-2055 ○

そう内科クリニック 173-0037
板橋区小茂根1-21-4 ｱﾙﾌｧﾋﾞﾙ 1
階A室

03-3973-0711 ○

右田医院 173-0037 板橋区小茂根1-25-10 03-3956-1577 ○

財団法人精神医学研究所附属東
京武蔵野病院

173-0037 板橋区小茂根4-11-11 03-5986-3111 ○

医療法人社団桐心会林クリニック 173-0037 板橋区小茂根4-28-14 03-3956-2090 ○

吉野内科クリニック 173-0037 板橋区小茂根4-8-22 03-3530-3885 ○
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財団法人愛世会愛誠病院 173-8588 板橋区加賀1-3-1 03-3961-5351 ○

医療法人社団明芳会板橋中央総
合病院付属アイ・タワークリニック

174-0041 板橋区舟渡1-13-10 03-5970-2716 ○

浮間舟渡病院 174-0041 板橋区舟渡1-17-1 03-5994-5111 ○

医療法人社団田島厚生会舟渡病
院

174-0041 板橋区舟渡2-19-12 03-3968-8851 ○

医療法人社団順済会志村坂クリ
ニック

174-0042 板橋区東坂下1-9-5 03-3966-6720 ○

ねづクリニック 174-0042 板橋区東坂下2-3-6 03-5914-0236 ○ ○ ○

医療法人財団健康文化会坂下診
療所

174-0043 板橋区坂下1-12-20 03-3966-3349 ○

医療法人社団和親会いわた医院 174-0043 板橋区坂下1-35-17 03-3965-5070 ○

医療法人社団誠志会誠志会病院 174-0043 板橋区坂下1-40-2 03-3968-2621 ○ ○ ○

内藤医院 174-0043 板橋区坂下2-1-41 川島ﾋﾞﾙ 1F 03-3965-0003 ○

清水クリニック 174-0043 板橋区坂下2-28-7 03-3966-5314 ○

徳山内科外科 174-0043 板橋区坂下3-12-10 03-3966-8737 ○

望月内科クリニック 174-0044 板橋区相生町4-5 03-3937-6769 ○

赤星医院 174-0046 板橋区蓮根1-23-8 03-3966-6082 ○

医療法人社団蓮根メディカルクリ
ニック

174-0046 板橋区蓮根2-10-1 03-3966-0341 ○

加藤整形外科 174-0046 板橋区蓮根2-22-18 03-3965-7005 ○

せきねクリニック 174-0046 板橋区蓮根2-31-12-1F 03-5915-9901 ○

はすね駅西口内科 174-0046 板橋区蓮根2-31-3 2F 03-5918-7517 ○

医療法人社団学時会木下整形形
成外科

174-0046 板橋区蓮根3-14-8 03-5970-1222 ○

医療法人社団快芯会すずき内科 174-0046 板橋区蓮根3-9-11-1F 03-5918-9968 ○

医療法人財団健康文化会小豆沢
病院附属本蓮沼診療所

174-0051 板橋区小豆沢1-7-7 03-3960-4837 ○

医療法人社団明芳会板橋中央総
合病院

174-0051 板橋区小豆沢2-12-7 03-3967-1181 ○ ○ ○

医療法人社団佑貴会天谷医院板
橋診療所

174-0051 板橋区小豆沢2-17-1 03-3965-9555 ○

医療法人社団明芳会イムス板橋健
診クリニック

174-0051 板橋区小豆沢2-23-15 03-3967-1515 ○

幸田整形外科医院 174-0051 板橋区小豆沢2-25-9 03-3965-6588 ○

医療法人社団共助会共助会医院 174-0051 板橋区小豆沢2-26-8 03-3966-2577 ○ ○ ○

はなだ内科クリニック 174-0051
板橋区小豆沢2-36-13 ﾏﾂｴｸﾘﾆｯ
ｸﾋﾞﾙ 2F

03-5392-1314 ○
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浅倉内科クリニック 174-0051 板橋区小豆沢3-10-7 03-5970-1155 ○

医療法人社団明芳会イムス板橋リ
ハビリテーション病院

174-0051 板橋区小豆沢3-11-1 03-3967-1183 ○

医療法人社団篠遠医院 174-0052 板橋区蓮沼町20-14 03-3966-4901 ○

はす花こどもファミリークリニック 174-0052 板橋区蓮沼町23-3 03-3960-8287 ○

天木診療所 174-0053 板橋区清水町47-7 03-3961-3913 ○

医療法人社団美誠会板橋宮本病
院

174-0054 板橋区宮本町51-15 03-5914-0034 ○

医療法人社団友晃会藤田医院 174-0055 板橋区泉町23-8 03-3960-2822 ○

なかむらクリニック 174-0056 板橋区志村1-12-6 03-5948-7378 ○

まつもとクリニック 174-0056
板橋区志村2-10-1 PLAZA NIKI 1
階

03-3558-7117 ○ ○ ○

医療法人社団慈慶会石澤内科クリ
ニック

174-0056 板橋区志村2-10-9 03-3966-1438 ○ ○ ○

医療法人社団厚優会こうのファミ
リーケアクリニック

174-0056
板橋区志村3-20-26 志村ｽﾀｰﾋﾞﾙ
1F

03-3965-1649 ○

医療法人社団公喜会はすぬま内科 174-0061 板橋区大原町6-5 ｶﾘﾝﾚｼﾞﾃﾞﾝｽ1F 03-5916-1626 ○

内村医院 174-0063 板橋区前野町1-44-11 03-3960-1335 ○

よつくら医院 174-0063 板橋区前野町2-3-17 03-3969-0250 ○

医療法人社団雄丈会'つづきクリ
ニック

174-0063 板橋区前野町4-13-13 03-3960-0407 ○

三浦内科医院 174-0063 板橋区前野町6-34-12-1F 03-5914-6178 ○

医療法人社団慈誠会慈誠会前野
病院

174-0063 板橋区前野町6-38-3 03-3969-1511 ○ ○ ○

医療法人社団開成会常盤台病院 174-0063 板橋区前野町6-58-1 03-3968-3431 ○

平山医院 174-0064 板橋区中台1-46-3 03-3932-3598 ○

医療法人社団孝慈会中台医院 174-0064 板橋区中台1-4-7 03-3935-0195 ○ ○ ○

青山クリニック 174-0064
板橋区中台3-27 ｻﾝｼﾃｨA101･
103

03-3931-8888 ○

大森メディカルクリニック 174-0065 板橋区若木1-17-17 03-5921-0755 ○

林内科医院 174-0065 板橋区若木2-11-18 03-3934-0135 ○

風見医院 174-0071 板橋区常盤台1-11-10 03-3960-0096 ○

今本クリニック 174-0071 板橋区常盤台1-19-13 03-3966-9866 ○

医療法人社団醫征会渡邉医院 174-0071 板橋区常盤台1-29-11 03-3960-7885 ○

高木内科クリニック 174-0071 板橋区常盤台1-33-3 03-3960-3300 ○
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和田クリニック 174-0071 板橋区常盤台1-40-12 03-3960-2562 ○

医療法人社団櫻美会石川医院 174-0071 板橋区常盤台1-61-3 03-3960-3940 ○

服部医院 174-0071 板橋区常盤台1-7-17 03-3960-5001 ○

医療法人財団朔望会常盤台外科
病院

174-0071 板橋区常盤台2-25-20 03-3960-7211 ○

医療法人社団清和昌綾会飯沼病
院

174-0071 板橋区常盤台2-33-15 03-3960-0091 ○ ○ ○

元内科・胃腸科クリニック 174-0071 板橋区常盤台2-6-1 1F 03-5915-5570 ○

医療法人社団優やごうクリニック 174-0071 板橋区常盤台3-24-13 03-3966-5489 ○

医療法人社団希光会西尾医院 174-0071 板橋区常盤台3-26-15 03-3960-4970 ○ ○ ○

医療法人社団勇仁会北角診療所 174-0071 板橋区常盤台3-3-1 03-3960-3617 ○ ○ ○

大久保医院 174-0071 板橋区常盤台4-10-5 03-6906-6811 ○

医療法人社団明芳会イムス記念病
院

174-0071 板橋区常盤台4-25-5 03-3932-9181 ○

上板橋松山内科クリニック 174-0071 板橋区常盤台4-30-9 03-5922-1271 ○

藤川医院 174-0071 板橋区常盤台4-32-6-101 03-3933-1738 ○

医療法人社団慈誠会上板橋病院 174-0071 板橋区常盤台4-36-9 03-3933-7191 ○

望月外科医院 174-0071 板橋区常盤台4-8-5 03-3936-8716 ○

医療法人社団和好会金子病院 174-0072 板橋区南常盤台1-15-14 03-3956-0145 ○

鈴木クリニック 174-0072 板橋区南常盤台1-27-3 03-5986-1500 ○

ときわ台クリニック 174-0072 板橋区南常盤台1-29-11 03-3972-1880 ○

弓倉医院 174-0072 板橋区南常盤台1-7-12 03-3956-1666 ○

医療法人社団昊庸会有賀小児クリ
ニック

174-0072 板橋区南常盤台2-3-3 03-3973-6151 ○

うつみ医院 174-0073 板橋区東山町11-10 03-3956-2482 ○

須賀医院 174-0074 板橋区東新町1-19-3 03-3972-0050 ○

さいしょ小児科 174-0074 板橋区東新町2-56-9 03-5986-1271 ○

斎藤医院 174-0075 板橋区桜川2-11-5 03-3933-0386 ○

医療法人社団健育会竹川病院 174-0075 板橋区桜川2-19-1 03-6413-1300 ○

はちすクリニック 174-0076 板橋区上板橋1-26-13 03-5922-5055 ○

平山医院 174-0076 板橋区上板橋2-16-5 03-3933-1651 ○
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上板橋診療所 174-0076 板橋区上板橋2-1-8 03-3933-2201 ○ ○ ○

奥村整形外科 174-0076 板橋区上板橋2-3-10 03-3937-0601 ○

医療法人社団眞正会大國医院 174-0076 板橋区上板橋2-8-14 03-3933-4346 ○

山櫻診療所 174-0076 板橋区上板橋3-15-5 03-3933-8739 ○

医療法人財団健康文化会小豆沢
病院

174-8502 板橋区小豆沢1-6-8 03-3966-8411 ○ ○ ○

医療法人社団慈誠会慈誠会記念
病院

175-0045 板橋区西台3-11-3 03-5920-1801 ○

西台診療所 175-0045 板橋区西台3-33-10 03-3934-5558 ○

医療法人社団典雅会おおやまクリ
ニック

175-0045 板橋区西台4-5-8 ｻﾝ･ｷｬｯｽﾙ西台 1F 03-5921-0560 ○

医療法人社団隆勇会新河岸クリ
ニック

175-0081 板橋区新河岸1-3-2 03-5921-1805 ○

医療法人社団和会あべこどもクリ
ニック

175-0082
板橋区高島平1-28-5 KAZZﾋﾞﾙ 
2F

03-3559-8115 ○ ○ ○

医療法人社団明芳会高島平中央
総合病院

175-0082 板橋区高島平1-73-1 03-3936-7451 ○

高島平りゅう医院 175-0082 板橋区高島平2-21-6 03-3931-5311 ○

医療法人社団秀順博英会高島平２
丁目整形外科

175-0082 板橋区高島平2-22-2 03-5399-1231 ○

医療法人社団内田会内田診療所 175-0082 板橋区高島平2-26-2-112 03-3936-8790 ○ ○ ○

渡辺産婦人科医院 175-0082 板橋区高島平2-3-14 03-5399-3008 ○

工藤クリニック 175-0082 板橋区高島平2-32-2-102 03-3936-0068 ○

ねぎし整形外科クリニック 175-0082
板橋区高島平2-33-1 ﾋﾟｰｺｯｸｽﾄｱ
高島平店2F

03-6906-6226 ○

医療法人社団ごんだクリニックごん
だクリニック

175-0082
板橋区高島平2-33-1 ﾋﾟｰｺｯｸｽﾄｱ
高島平店2F

03-5922-5377 ○ ○ ○

板橋区医師会病院 175-0082 板橋区高島平3-12-6 03-3975-8151 ○ ○ ○

郡医院 175-0082 板橋区高島平3-8-6 03-3975-3438 ○

高島平診療所堀口内科小児科 175-0082 板橋区高島平4-30-6 03-3975-4114 ○

近藤胃腸科内科クリニック 175-0082 板橋区高島平5-42-8 03-3939-9063 ○

医療法人社団健恵会佐藤クリニック 175-0082 板橋区高島平6-1-1 03-5997-9828 ○

医療法人財団健康文化会小豆沢
病院付属高島平診療所

175-0082 板橋区高島平8-1-1 03-3932-3394 ○ ○ ○

医療法人社団樹光会宮田医院 175-0082 板橋区高島平8-12-9 03-3559-8480 ○

医療法人社団躍心会高島平東口ク
リニック

175-0082 板橋区高島平8-5-10 MAﾋﾞﾙ3F 03-3933-1213 ○

医療法人正有会髙橋医院 175-0082 板橋区高島平9-17-3 03-3936-3758 ○
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高島平かわむらクリニック 175-0082 板橋区高島平9-18-7 03-3933-7700 ○

西台内科 175-0082 板橋区高島平9-7-6-101 03-5922-5350 ○

みなくちクリニック 175-0083 板橋区徳丸2-14-8 03-6785-3791 ○

長瀬クリニック 175-0083 板橋区徳丸2-20-12 03-3932-1050 ○

本橋医院 175-0083 板橋区徳丸2-29-14 03-6789-3333 ○

宮田クリニック 175-0083 板橋区徳丸3-1-13 03-3559-8660 ○

田幡医院 175-0083 板橋区徳丸3-13-9 03-3933-1627 ○

倉科内科クリニック 175-0083 板橋区徳丸3-17-1-1A 03-5922-1661 ○

医療法人社団慈誠会東武練馬中
央病院

175-0083 板橋区徳丸3-19-1 03-3934-1611 ○

ゆう徳丸内科皮膚科 175-0083 板橋区徳丸4-10-6 03-6909-7570 ○ ○ ○

医療法人社団翔雄会ねや内科クリ
ニック

175-0083 板橋区徳丸5-3-22 03-5922-5100 ○

宮下内科医院 175-0083 板橋区徳丸6-45-6-103 03-5922-3350 ○

たくみ内科 175-0084
板橋区四葉2-1-10 四葉ﾒﾃﾞｨｶﾙ
ﾓｰﾙ1F

03-5967-2422 ○

医療法人社団翠会成増厚生病院 175-0091 板橋区三園1-19-1 03-3939-1191 ○

医療法人社団英植会木村整形外
科

175-0091 板橋区三園1-47-7 03-3977-1351 ○ ○ ○

医療法人社団康成会荒瀬医院 175-0092 板橋区赤塚1-10-8 03-3930-0498 ○

医療法人社団平和会和気医院 175-0092 板橋区赤塚2-7-12 03-3977-2611 ○

医療法人財団健康文化会下赤塚
診療所

175-0092
板橋区赤塚2-9-4 MAISON Y.K 
1F

03-3979-6361 ○

まえだファミリークリニック 175-0092 板橋区赤塚3-9-1 ﾘﾊﾞﾃｨｶｲﾄ103 03-3979-0901 ○

井上医院 175-0092 板橋区赤塚4-17-11 03-5968-5777 ○

松月院通りクリニック 175-0092 板橋区赤塚5-1-4 03-5968-6011 ○

医療法人社団翔生会楠医院 175-0092 板橋区赤塚6-23-14 03-3939-0096 ○ ○ ○

北原クリニック 175-0092 板橋区赤塚7-4-17 03-3939-0383 ○

水野医院 175-0093 板橋区赤塚新町1-17-1 03-3559-2111 ○

赤塚内科伊賀医院 175-0093 板橋区赤塚新町1-24-5 03-3976-1855 ○

赤塚新町クリニック 175-0093
板橋区赤塚新町2-5-16 ヴｨﾙﾇｰﾌﾞ赤
塚1F

03-6915-6617 ○ ○ ○

やの内科･小児科クリニック 175-0093 板橋区赤塚新町3-19-5 03-3930-2277 ○
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光が丘クリニック 175-0093 板橋区赤塚新町3-32-12-204 03-5968-3030 ○

医療法人社団秀道会秀クリニック 175-0093 板橋区赤塚新町3-5-1 03-3975-5780 ○

医療法人社団叡宥会安田病院 175-0094 板橋区成増1-13-9 03-3939-0101 ○ ○ ○

医療法人社団光堂会柳澤クリニック 175-0094 板橋区成増1-16-26 03-3930-3600 ○

伊藤内科小児科クリニック 175-0094 板橋区成増1-17-10 03-3930-5114 ○

医療法人社団元志会成増駅前内
科・循環器内科クリニック

175-0094
板橋区成増2-14-5 ﾒﾃﾞｨﾊﾟｰｸ成増
3階

03-5967-1202 ○

かとう内科クリニック 175-0094 板橋区成増2-17-6 ｴｸｾﾙK.S.Y1F 03-3977-8222 ○

医療法人社団正風会小林病院 175-0094 板橋区成増3-10-8 03-3930-7077 ○ ○ ○

医療法人社団杉内医院 175-0094 板橋区成増3-17-16 03-3930-2331 ○

医療法人社団整秀会田辺整形外
科医院

175-0094
板橋区成増3-3-11 成増ｱｸﾄ2-
101

03-5998-0061 ○

医療法人社団聖之会Waltzクリニッ
ク

175-0094 板橋区成増3-3-5 03-3938-1219 ○

医療法人社団慈誠会慈誠会成増
病院

175-0094 板橋区成増3-39-5 03-3977-9901 ○

医療法人社団星霞会よこた内科・
消化器科

175-0094
板橋区成増3-48-23 成増医療ﾋﾞﾙ 
1F

03-3977-3391 ○

花島医院 175-0094 板橋区成増3-51-21 03-3930-5855 ○

山下内科消化器科 175-0094 板橋区成増3-8-12 03-5997-6338 ○

多比良医院 175-0094 板橋区成増4-13-2 03-3975-8139 ○

田島クリニック 175-0094 板橋区成増5-18-4 03-5383-6622 ○

医療法人社団共和堂医院 114-0001 北区東十条2-5-1 03-3911-0665 ○

生協北診療所 114-0001 北区東十条2-8-5 03-3913-5271 ○

石川内科医院 114-0001 北区東十条3-10-15 03-3914-6007 ○

中島クリニック 114-0001 北区東十条3-1-14 03-6915-4700 ○

渋谷医院 114-0001 北区東十条3-15-15 03-3919-3356 ○

医療法人社団清緑会馬場内科クリ
ニック

114-0001 北区東十条3-2-11 03-5902-3707 ○

医療法人財団明理会明理会中央
総合病院

114-0001 北区東十条3-2-11 03-5902-1199 ○

医療法人社団慈光会八木病院 114-0001 北区東十条4-14-8 03-5902-5400 ○

医療法人社団永和会東十条さかい
糖尿病・内科クリニック

114-0001 北区東十条4-5-16HJﾌﾚｰﾙ1階 03-3914-2000 ○

長岡クリニック 114-0002 北区王子1-10-13旺栄ﾋﾞﾙ4F 03-5902-3833 ○
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いさ内科クリニック 114-0002 北区王子1-25-10 03-3927-1105 ○

おおたけ整形外科・内科 114-0002 北区王子1-8-1 王子ﾊﾟｰｸﾋﾞﾙ6F 03-3914-1177 ○

北区王子クリニック 114-0002 北区王子2-17-5 ｳｪﾙ･ｳｪﾙ2階 03-3913-8725 ○

王子三丁目クリニック 114-0002 北区王子3-14-3ｱﾛｰﾋﾞﾙ1F 03-5390-3422 ○

医療法人社団こやの整形外科内科 114-0002 北区王子4-22-12-101 03-5959-5831 ○

ごとう内科 114-0002
北区王子5-1-40ｻﾐｯﾄｽﾄｱ王子桜
田通り店2階

03-3914-2510 ○

高橋医院 114-0002 北区王子5-19-15 03-3911-3666 ○

いとう王子神谷内科外科クリニック 114-0002
北区王子5-5-3ｼｰﾒｿﾞﾝ王子神谷
3F

03-5959-7705 ○

吉田医院 114-0003 北区豊島1-35-11 03-3911-5302 ○

渡辺医院 114-0003 北区豊島2-12-16 03-3914-2244 ○

王子生協病院 114-0003 北区豊島3-4-15 03-3912-5181 ○

竹内医院 114-0003 北区豊島3-6-1 03-3911-6167 ○

としま町クリニック 114-0003 北区豊島5-5-5-107 03-3927-3778 ○

医療法人社団慈広会王子神谷齋
藤クリニック

114-0003 北区豊島8-24-4 03-3911-5433 ○

代田クリニック 114-0003 北区豊島8-8-13 03-3911-7885 ○

やぎゅう医院 114-0004 北区堀船3-18-3 03-3911-2373 ○

東京ふれあい医療生活協同組合梶
原診療所

114-0004 北区堀船3-29-9 03-3911-5171 ○

竹内クリニック 114-0011 北区昭和町1-9-10 03-3894-4496 ○

滝沢医院 114-0011 北区昭和町2-6-6 03-3800-8715 ○

医療法人社団明高会高杉医院 114-0012 北区田端新町1-21-7 03-3800-7000 ○

田端中央診療所 114-0012 北区田端新町2-23-3 03-3893-6981 ○

医療法人社団田端放射線科クリ
ニック

114-0013 北区東田端2-10-4 03-3893-8787 ○

鈴木医院 114-0014 北区田端1-10-5 03-3821-0765 ○

田端仁生クリニック 114-0014 北区田端1-20-31 03-3823-5528 ○

木暮医院 114-0014 北区田端3-22-8 03-3824-1005 ○

小出医院 114-0014 北区田端3-4-7 03-3821-1668 ○

医療法人社団ＳＫ会蔡駒込医院 114-0014 北区田端3-5-1 03-5834-8035 ○
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こまごめ内科・循環器内科クリニック 114-0014 北区田端4-3-2 山積ﾋﾞﾙ1階 03-5382-9600 ○

鶴井内科 114-0014 北区田端4-6-3 03-3821-2726 ○

水野医院 114-0014 北区田端6-3-20 03-3821-3305 ○

医療法人社団爽健会中田医院 114-0015 北区中里2-20-15-202 03-3940-0504 ○

たかねクリニック 114-0015 北区中里3-17-1 03-3949-0442 ○

中山医院 114-0016 北区上中里1-17-8 03-3910-6805 ○

医療法人社団光風会上中里醫院 114-0016 北区上中里2-32-12 03-3911-3740 ○

医療法人社団大富会田中医院 114-0016 北区上中里3-6-16 03-3913-6627 ○

武田医院 114-0016 北区上中里3-9-16 03-3911-5655 ○

さくらクリニック 114-0021 北区岸町1-3-1 伯清王子ﾋﾞﾙ3階 03-3908-0001 ○

宇田川整形外科内科 114-0021 北区岸町2-8-10 03-3908-2131 ○

吉本医院 114-0022 北区王子本町1-11-3 03-5924-1735 ○

松田医院 114-0022 北区王子本町1-20-10 03-3908-3315 ○

王子北口内科クリニック 114-0022 北区王子本町1-24-8 03-5948-1717 ○

佐久間医院 114-0022 北区王子本町1-27-4 03-3900-2447 ○

アスカクリニック 114-0023 北区滝野川1-77-2 03-5907-3655 ○

社会福祉法人新栄会滝野川病院 114-0023 北区滝野川2-32-12 03-3910-6336 ○

医療法人社団健診会滝野川メディ
カルクリニック

114-0023 北区滝野川3-39-7 03-3910-3441 ○

医療法人社団葉月会みやけクリ
ニック

114-0023 北区滝野川4-16-2 03-3906-5561 ○

医療法人社団昌広会武石医院 114-0023 北区滝野川5-38-1-101 03-3940-5533 ○

医療法人社団健診会東京メディカ
ルクリニック

114-0023 北区滝野川6-14-9 03-3910-3438 ○

山里寄川医院寄川整形外科 114-0023 北区滝野川6-48-1 03-3940-8870 ○

西すがも佐藤越内科クリニック 114-0023
北区滝野川6-8-1ﾗﾒｿﾞﾝ西巣鴨2
階

03-5980-0366 ○

医療法人社団紀成会草間クリニック 114-0023 北区滝野川7-2-1-201 03-3576-6108 ○

高橋クリニック 114-0023 北区滝野川7-22-6 03-3576-2041 ○

加治クリニック 114-0023 北区滝野川7-2-7 03-5394-1925 ○

たきのがわ泌尿器科内科 114-0023 北区滝野川7-30-12 03-3916-0087 ○
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木村外科内科 114-0023 北区滝野川7-33-5 03-3916-1611 ○

沼尾クリニック 114-0023 北区滝野川7-40-7 03-3915-6677 ○

医療法人社団敬天会鶴田板橋クリ
ニック

114-0023
北区滝野川7-5-7ｱｰﾊﾞﾝﾌﾚｯｸｽ
SG4階･5階

03-3916-6511 ○

医療法人社団健風会奥田クリニック 114-0023 北区滝野川7-8-1 03-5907-3030 ○

板橋医院 114-0023 北区滝野川7-8-12 03-3916-5670 ○

医療法人社団かおる会青木内科ク
リニック

114-0024 北区西ヶ原1-46-17 03-5961-1855 ○

医療法人社団おぎはら会おぎはら
内科クリニック

114-0024 北区西ヶ原1-50-1 2F 03-5961-6200 ○

一里塚クリニック 114-0024 北区西ヶ原2-13-11 03-5394-3366 ○

社会医療法人正志会 花と森の東
京病院

114-0024 北区西ヶ原2-3-6 03-5567-1332 ○

医療法人社団三恵会西ヶ原病院 114-0024 北区西ヶ原2-46-9 03-3917-6561 ○

医療法人社団富士一会至誠堂医
院

114-0024 北区西ヶ原3-50-6 03-3910-0111 ○

あおぞらクリニック 114-0024 北区西ｹ原4-2-19-101 03-5907-3781 ○

渡辺医院 114-0024 北区西ヶ原4-48-4 03-3910-0380 ○

医療法人社団亮敬会板垣医院 114-0031 北区十条仲原1-4-14 03-3907-1450 ○

十条堀江クリニック 114-0031 北区十条仲原2-10-20 03-3905-1862 ○

医療法人社団泉壽会富士見診療
所

114-0031 北区十条仲原3-1-5 03-3900-5354 ○

石垣医院 114-0031 北区十条仲原3-21-7 03-3900-8633 ○

医療法人社団桜の園十条クリニック 114-0032
北区中十条2-12-2写光ﾊｲﾑ東十
条1F

03-3908-1252 ○

医療法人社団健樹会横山医院 114-0032 北区中十条2-22-16 03-3908-3452 ○

吉利医院 114-0032 北区中十条3-12-8･1F 03-3908-5505 ○

医療法人社団清野内科医院 114-0034 北区上十条1-9-10 03-3908-1350 ○

医療法人社団幸生会青柳診療所 114-0034 北区上十条1-9-25 03-3907-0360 ○

医療法人社団寿廣記念会岸メディ
カルクリニック

114-0034 北区上十条2-21-1 03-3908-2103 ○

医療法人社団藤崎医院 114-0034 北区上十条3-13-12 03-3908-6330 ○

医療法人社団依仁会原クリニック 114-0034 北区上十条5-9-3 03-3908-6277 ○

医療法人社団志誠会京北診療所 115-0042 北区志茂2-16-14 03-3903-0118 ○

碓井医院 115-0042 北区志茂2-64-7 03-3902-6201 ○
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医療法人社団かとうクリニック 115-0043 北区神谷1-12-9 03-3913-1103 ○

医療法人社団隆樹会木村クリニック 115-0043 北区神谷1-15-9 03-3911-1220 ○

医療法人社団田島厚生会神谷病
院

115-0043 北区神谷1-27-14 03-3914-5535 ○

医療法人社団ＡＴたむら内科クリ
ニック

115-0043 北区神谷2-25-4 03-3598-0888 ○

医療法人社団奉仁会赤羽南クリ
ニック

115-0044 北区赤羽南1-9-11-202 03-5249-5632 ○

医療法人社団博栄会赤羽中央総
合病院

115-0044 北区赤羽南2-5-12 03-3902-0348 ○

赤羽牧洋記念クリニック 115-0045 北区赤羽1-11-2 03-3598-6697 ○

赤羽医院 115-0045 北区赤羽1-27-5 03-3901-1879 ○

医療法人社団景星会赤羽東口病
院

115-0045 北区赤羽1-38-5 03-3902-2131 ○

赤羽岩淵診療所 115-0045 北区赤羽1-58-2ﾆｭｰ大谷ﾋﾞﾙ1F 03-6903-8190 ○

医療法人社団雄昌会うちこし整形
外科内科

115-0045 北区赤羽2-13-1花川ﾋﾞﾙ101 03-3903-7887 ○

おりはた乳腺胃腸パラスクリニック 115-0045 北区赤羽2-13-3ｻﾄｳﾋﾞﾙ3F 03-3902-3123 ○

医療法人社団埴原会赤羽病院 115-0045 北区赤羽2-2-1 03-3902-3261 ○

赤羽もり内科・腎臓内科 115-0045 北区赤羽2-4-5 03-5249-3210 ○

医療法人社団福寿会赤羽岩渕病
院

115-0045 北区赤羽2-64-13 03-3901-2221 ○

医療法人社団健敏会すずきクリニッ
ク

115-0045
北区赤羽2-69-4ｸﾘﾆｯｸﾌﾟﾗｻﾞ21 1
階

03-3598-3310 ○

医療法人社団ほくとクリニック 115-0045 北区赤羽2-9-6-101 03-3901-4926 ○

医療法人社団松久会対馬内科医
院

115-0051 北区浮間2-21-2 03-3969-3511 ○

いけだクリニック 115-0051
北区浮間3-1-52 河野ﾒﾃﾞｨｶﾙﾋﾞﾙ
1F

03-5914-1060 ○

生協浮間診療所 115-0051 北区浮間3-22-1 03-3558-8361 ○

医療法人社団恵心会磯部医院 115-0051 北区浮間3-30-2 03-3966-0627 ○

城北診療所 115-0052 北区赤羽北2-19-1 03-3907-1523 ○

医療法人社団博栄会浮間中央病
院

115-0052 北区赤羽北2-21-19 03-3907-8711 ○

医療法人社団南原内科クリニック 115-0052 北区赤羽北2-26-11 03-5993-8803 ○

北赤羽内科医院 115-0052 北区赤羽北2-31-16-111 03-3907-6877 ○

桐ヶ丘医院 115-0052 北区赤羽北3-21-21 03-3907-0737 ○

医療法人社団甲人会竹内医院 115-0052 北区赤羽北3-4-6 03-3907-1909 ○
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医療法人社団生栄会赤羽台診療
所

115-0053 北区赤羽台1-5-22 03-3900-3741 ○

医療法人財団健康文化会桐ヶ丘団
地診療所

115-0053 北区赤羽台3-17 03-3907-2029 ○

東京北医療センター 115-0053 北区赤羽台4-17-56 03-5963-3315 ○

医療法人財団逸生会大橋病院 115-0054 北区桐ヶ丘1-22-1 03-3907-1222 ○

河野診療所 115-0055 北区赤羽西1-1-4 03-3900-4385 ○

赤羽内科クリニック 115-0055
北区赤羽西1-15-14ｴﾙ･ﾙｰｼﾞｭ赤
羽西2階

03-5948-5945 ○

医療法人社団はなぶさ赤羽整形リ
ウマチクリニック

115-0055 北区赤羽西1-17-8 03-3900-0131 ○

まえのホームケアクリニック 115-0055 北区赤羽西1-2-12 03-3900-6532 ○

医療法人社団赤羽西口サンクリニッ
ク

115-0055
北区赤羽西1-37-2ｼﾞｪﾗｰﾙ赤羽西
口ﾋﾞﾙ2F

03-3907-3929 ○

医療法人隆和会いずみ整形外科ク
リニック

115-0055
北区赤羽西1-4-15ｸﾞﾗﾝﾃｰｼﾞ赤羽
1階

03-5948-2911 ○

医療法人社団啓仁会平川胃腸クリ
ニック

115-0055 北区赤羽西1-6-1ﾊﾟﾙﾛｰﾄﾞⅡ-303 03-3900-2232 ○

恭愛クリニック 115-0055 北区赤羽西2-19-25 03-5963-4811 ○

医療法人社団育誠会塩谷医院 115-0056 北区西が丘1-14-5 03-3900-2561 ○

つかさ内科 115-0056 北区西が丘3-17-10 03-5948-8970 ○
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