
医療機関名称 医療機関郵便番号 医療機関所在地 医療機関方書

安部診療所 132-0024 江戸川区一之江４－７－４

むらかみクリニック 132-0024 江戸川区一之江７－３８－８ イルニードショッピングアレイ２Ｆ

医療法人社団慶智会　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

医療法人社団宗仁会　サンクリニック 132-0024 江戸川区一之江７－８１－７ ＫＵビル１Ｆ

医療法人社団宗仁会　一之江駅前ひまわり医院 132-0024 江戸川区一之江８－１５－１ エクセル一之江２Ｆ

医療法人社団晶和会　本橋医院 132-0024 江戸川区一之江８－１５－１ エクセルイチノエ１階Ａ号

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

千葉クリニック 132-0024 江戸川区一之江８－１９－６

医療法人社団宗仁会　すずらんクリニック 132-0024 江戸川区一之江８－９－８ ベル・ソレイユ１Ｆ

医療法人社団　青木クリニック 134-0082 江戸川区宇喜田町１０３９－１ エクセラ－ジュ船堀１０２

医療法人社団孝仁会　小暮医院 133-0042 江戸川区興宮町１６－１３

医療法人社団田村医院 132-0013 江戸川区江戸川３－３９－２６

医療法人社団伸愛会　いいづか小児科 133-0061 江戸川区篠崎７－２４－７ ビハーラＭＩビル２Ｆ

医療法人社団　だいだい　タムスわんぱくクリニック篠崎駅前 133-0061 江戸川区篠崎町２－７－１５ エスタシオン篠崎１階

小松川診療所 132-0034 江戸川区小松川１－５－３－１０１

中川医院 132-0034 江戸川区小松川３－７５－３

小松川医院 132-0025 江戸川区松江３－１２－１３

つるかめクリニック 132-0031 江戸川区松島１－４１－２０ グランソレイユ２Ｆ

医療法人社団向日葵会　まつしま病院 132-0031 江戸川区松島１－４１－２９

杉山医院 132-0031 江戸川区松島２－２８－６

医療法人社団和高会　佐々木内科・小児科クリニック 133-0043 江戸川区松本１－１１－３

医療法人社団さくら　瑞江総合クリニック 132-0011 江戸川区瑞江２－１－１５ 長塚第一ビル１階、２階

医療法人社団浩然会　わたなべクリニック 132-0011 江戸川区瑞江２－２２－５ グリーンハウス下鎌田１階Ｂ号室

医療法人社団山紫会　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

瑞江整形外科 132-0011 江戸川区瑞江４－４５－１

医療法人社団済安堂　西葛西・井上眼科病院 134-0088 江戸川区西葛西３－１２－１４

医療法人社団宗仁会　スミレ耳鼻咽喉科医院 134-0088 江戸川区西葛西４－２－３４ メディカルプラザ西葛西３Ｆ

医療法人社団宗仁会　スミレ小児科・アレルギー科医院 134-0088 江戸川区西葛西４－２－３４ メディカルプラザ西葛西２Ｆ

医療法人社団宗仁会　スミレ医院 134-0088 江戸川区西葛西４－２－３４ メディカルプラザ西葛西２Ｆ

医療法人社団　なかにし小児科クリニック 134-0088 江戸川区西葛西５－１－８

キャプスクリニック西葛西 134-0088 江戸川区西葛西６－１２－１ 関寅ビル第二

ひかりクリニック 134-0088 江戸川区西葛西６－１３－７ 第７山秀ビル３階

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 アイビーハイツ２階

山下内科／糖尿病クリニック 134-0088 江戸川区西葛西６－１５－３ 中兼ビル４階４０１号

医療法人社団友育会　しゅんしゅんキッズクリニック 134-0088 江戸川区西葛西６－６－１

社会医療法人社団　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

西葛西マリーナ歯科医院 134-0088 江戸川区西葛西８－１５－１２ 新田第二住宅０－５号

医療法人社団新和会　篠田眼科クリニック 133-0057 江戸川区西小岩１－１８－１２

篠崎医院 133-0057 江戸川区西小岩１－２５－５

医療法人社団燦明会　大木クリニック 133-0057 江戸川区西小岩１－２８－１８－１０２

医療法人社団北吉会　北澤耳鼻咽喉科医院 133-0057 江戸川区西小岩３－３２－１３ シュノロン１Ｆ

医療法人社団一翠会　みながわクリニック 133-0057 江戸川区西小岩４－９－５



医療法人社団生生会　生生医院 133-0057 江戸川区西小岩５－１０－２２

瑞江クリニック 132-0015 江戸川区西瑞江３－６－９５

医療法人社団順光会　さとう小児クリニック 134-0091 江戸川区船堀３－３－１ 松山ビル１Ｆ

医療法人社団淳友会　わたクリニック船堀 134-0091 江戸川区船堀３－５－２６－１３０３

医療法人社団宗仁会　さくら医院 134-0091 江戸川区船堀３－５－７ トキビル３Ｆ

医療法人社団宗仁会　さくら皮膚科医院 134-0091 江戸川区船堀３－５－７ トキビル３Ｆ

医療法人社団鳳和会　船堀橋クリニック 134-0091 江戸川区船堀３－７－２２ イリップス船堀１０３

船堀南口サザンパーク内科 134-0091 江戸川区船堀３－８－１ １Ｆ

医療法人社団順禮拓海会　江戸川ホームケアクリニック 134-0091 江戸川区船堀４－３－６ リヴェ－ル船堀６階

医療法人社団図南　川上脳神経外科クリニック 134-0091 江戸川区船堀５－１３－２ ＮＳセントラルパークビル１階

医療法人社団　葛西中央病院 134-0091 江戸川区船堀７－１０－３

たかおか内科クリニック 132-0021 江戸川区中央１－３－１６ レーヴマニフィック江戸川中央１階

江戸川中央キッズクリニック 132-0021 江戸川区中央１－３－１６ レーヴマニフィック江戸川中央１階

医療法人社団宗仁会　さくら中央皮膚科医院 132-0021 江戸川区中央１－３－４ トレンドセンタービル３Ｆ

医療法人社団　宗仁会　さくら中央医院 132-0021 江戸川区中央１－３－４ トレンドセンタービル２Ｆ

医療法人親和会　英診療所 132-0021 江戸川区中央３－２０－１０

医療法人社団順照会　山本小児クリニック 134-0083 江戸川区中葛西３－１１－２０

医療法人社団照仁会　森内科クリニック 134-0084 江戸川区東葛西４－７－６

葛西よこやま内科・呼吸器内科クリニック 134-0084 江戸川区東葛西５－１４－２ 第二吉田ビル３階

葛西小児科 134-0084 江戸川区東葛西６－２３－１７

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１階

社会福祉法人仁生社　江戸川病院 133-0052 江戸川区東小岩２－２４－１８

社会福祉法人仁生社　メディカルプラザ江戸川 133-0052 江戸川区東小岩２－６－１

恵仁堂医院 133-0052 江戸川区東小岩４－１０－５

医療法人社団　だいだい　タムスわんぱくクリニック小岩 133-0052 江戸川区東小岩４－５－２ 神奈川ビル１階

佐藤医院 133-0052 江戸川区東小岩５－２０－１２

医療法人社団杏泉会　塚本医院 133-0052 江戸川区東小岩５－３２－１０ １階・２階

医療法人社団杏泉会　つかもと眼科クリニック 133-0052 江戸川区東小岩５－３２－１２

医療法人社団　玉城医院 133-0052 江戸川区東小岩６－１－３

小岩医院 133-0052 江戸川区東小岩６－２１－５

医療法人社団水青会　小松川クリニック 132-0033 江戸川区東小松川１－１２－１１

医療法人社団志越会　アンヌ小児科 133-0071 江戸川区東松本１－１４－９

医療法人社団順修会　谷口内科 132-0014 江戸川区東瑞江１－２７－６－２０１

医療法人社団結草会　みやのこどもクリニック 134-0085 江戸川区南葛西２－１８－２７

葛西整形外科内科 134-0085 江戸川区南葛西３－２２－９ ジャネットビル１Ｆ

まなべファミリークリニック 134-0085 江戸川区南葛西６－１２－７ キャピタルコートⅧ１０３

医療法人社団なぎさ診療所 134-0085 江戸川区南葛西７－２－２

医療法人社団多仁会　はるやま小児科 133-0065 江戸川区南篠崎町２－１０－１ カームコート１０１Ａ

医療法人社団美友梨会　福田クリニック 133-0065 江戸川区南篠崎町２－３８－１３

医療法人社団広洋会　ほしの小児科クリニック 133-0056 江戸川区南小岩３－２８－１

玉置医院 133-0056 江戸川区南小岩３－８－１

渡辺クリニック 133-0056 江戸川区南小岩５－２０－１５

養命閣医院 133-0056 江戸川区南小岩６－１８－５



医療法人社団エムユー会　あおぞら眼科クリニック小岩 133-0056 江戸川区南小岩６－２５－１６

アクアキッズクリニック 133-0056 江戸川区南小岩７－２４－２０ ＦＩＲＳＴＡ　Ｉ　５階

医療法人社団秀明会　髙地眼科医院 133-0056 江戸川区南小岩７－２６－１５ 髙地ビル２階

医療法人社団こみや矯正歯科 133-0056 江戸川区南小岩７－２７－２ 地場ビル２階

南小岩クリニック 133-0056 江戸川区南小岩７－５－１８

医療法人財団　岩井医療財団　岩井整形外科病院 133-0056 江戸川区南小岩８－１７－２

ぬまのクリニック 132-0035 江戸川区平井２－２５－１１－１０１

平井徳久眼科 132-0035 江戸川区平井４－７－１６

医療法人社団なかた会　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 新興ビル１Ｆ

医療法人社団宗仁会　たんぽぽ・水野耳鼻咽喉科医院 134-0081 江戸川区北葛西４－１－４５ カーサ控井２Ｆ

くれもとクリニック 134-0081 江戸川区北葛西４－１－４５－１０２

社会医療法人社団森山医会　森山記念病院 134-0081 江戸川区北葛西４－３－１

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

医療法人社団昌葉会　北篠崎クリニック 133-0053 江戸川区北篠崎２－４－３

医療法人社団泰正会　成光堂クリニック 133-0051 江戸川区北小岩２－７－６

医療法人社団あさかぜ会　北小岩胃腸科クリニック 133-0051 江戸川区北小岩４－８－３

ながきこどもクリニック 133-0051 江戸川区北小岩６－１５－５ 第二石井ビル３階

医療法人社団黄耆会　京谷医院 133-0051 江戸川区北小岩６－１７－７

医療法人社団翼衛会　速水医院 133-0051 江戸川区北小岩６－４７－６

医療法人社団豊弘会　きうち内科クリニック 133-0044 江戸川区本一色３－３９－２　２０１

日本私立学校振興・共済事業団　東京臨海病院 134-0086 江戸川区臨海町１－４－２


