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医療機関所在地項番 医療機関番号 医療機関名称 開設者氏名 廃止年月日 廃止理由 備考

千代田区麹町一丁目８番地５1 計機健康保険組合診
療所

計機健康保険組合　
理事長　谷本　淳

01,2461,0 令和 4年 3月31日

千代田区鍛冶町二丁目２番９
号　第２登栄ビル４階

2 和田耳鼻咽喉科 和田　昌士01,3180,5 令和 4年 4月 2日

千代田区東神田二丁目４番１
５号

3 石川医院 石川　一01,3186,2 令和 4年 2月23日

千代田区神田佐久間町二丁目
１番地　大原ビル２階

4 医療法人社団　上桜
会　ゆうメンタルク
リニック秋葉原院

医療法人社団　上桜
会　理事長　安田　
雄一郎

01,3395,9 新機関コード:
　　　01,3648,1

令和 4年 5月 5日

千代田区有楽町一丁目５番１
号　日比谷マリンビル地下２
階

5 日比谷ガーデンクリ
ニック

髙橋　栄01,3516,0 新機関コード:
　　　01,3649,9

令和 4年 5月 1日

中央区勝どき二丁目１０番４
号　宮野海運ビル４階

6 勝どきウィメンズク
リニック

松葉　悠子02,3434,4 新機関コード:
　　　02,3774,3

令和 4年 3月31日

中央区新川二丁目２８番２号
　メディカルプライム新川６
階・７階

7 八丁堀さとうクリニ
ック

佐藤　雄02,3663,8 新機関コード:
　　　02,3775,0

令和 4年 4月30日

中央区銀座六丁目１２番１２
号　サクラマークスＧＩＮＺ
Ａ６１２　７階

8 医療法人社団　四季
　シンクリニック

医療法人社団　四季
　理事長　清水　章
弘

02,3701,6 新機関コード:
　　　02,3780,0

令和 4年 4月30日

中央区銀座三丁目４番１号　
大倉別館４階

9 ホリスティッククリ
ニック銀座

小林　常雄02,3703,2 令和 4年 2月16日

港区麻布十番三丁目１３番５
号

10 二之橋医院 矢口　明03,2024,2 令和 4年 4月18日

港区高輪二丁目２０番３０号11 窪田医院 窪田　博人03,2943,3 令和 2年 8月31日

港区虎ノ門一丁目８番１４号
　三昭ビル３階

12 川島医院 川島　淳03,3273,4 新機関コード:
　　　58,2407,3

令和 4年 4月30日

港区南青山三丁目５番６号　
ディアテックビル４階

13 メディカルスキンケ
ア　ＹＯＵクリニッ
ク

千葉　智恵03,3796,4 令和 2年12月25日

新宿区四谷三栄町１番５号14 阿蘇医院 阿蘇　哲04,2717,9 令和 4年 4月27日
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新宿区西新宿四丁目４番６号15 駒ケ嶺医院 駒ケ嶺　正純04,3355,7 新機関コード:
　　　57,2438,0

令和 4年 5月 1日

新宿区新宿五丁目１１番４号
　姫路ビル５階

16 新宿東メンタルクリ
ニック

三浦　勇太04,3629,5 新機関コード:
　　　57,2439,8

令和 4年 4月30日

新宿区新宿三丁目３２番８号
　３階

17 医療法人社団　恒正
会　そねクリニック
新宿

医療法人社団　恒正
会　理事長　曽根　
玲子

04,3954,7 令和 4年 4月30日

文京区本郷一丁目１４番４号
　ＡＵ南陽堂ビル１階

18 水道橋ひふ科クリニ
ック

神島　輪05,3004,8 新機関コード:
　　　05,3063,4

令和 4年 4月30日

台東区浅草一丁目３５番９号
　１階・２階

19 飯田クリニック 川口　信子06,3144,0 新機関コード:
　　　06,3174,7

令和 4年 4月30日

墨田区京島三丁目３４番７号20 大山整形外科 大山　昌也07,2625,7 新機関コード:
　　　07,2944,2

令和 4年 4月30日

墨田区両国二丁目１８番４号
　中尾ビル２階

21 医療法人社団　東京
育明会　両国あしの
クリニック

医療法人社団　東京
育明会　理事長　佐
原　幹夫

07,2879,0 令和 4年 3月31日

江東区亀戸二丁目３４番２号22 佐藤整形外科 佐藤　邦征08,2432,6 令和 3年12月31日

江東区亀戸六丁目５７番２０
号　亀戸東口駅前ビル２階

23 亀戸水神森クリニッ
ク

金光　裕幸08,2831,9 新機関コード:
　　　08,3271,7

令和 4年 3月31日

江東区富岡二丁目２番６号　
プロスペアー門前仲町２０２
号

24 Ｍ’ｓクリニックも
んなか

森多　克行08,3183,4 新機関コード:
　　　08,3275,8

令和 4年 4月30日

江東区平野二丁目１１番５号
　パシフィック第二門前仲町
２階

25 平和記念医院 劉　瑞芹08,3209,7 新機関コード:
　　　08,3274,1

令和 4年 4月30日

品川区大井五丁目１９番１８
号

26 茂手木医院 茂手木　雅子09,2650,1 令和 4年 3月31日

品川区南大井二丁目１１番４
号　ライオンズマンション大
森第三２０７

27 ひかり医院 栗林　壮子09,2678,2 令和 4年 3月31日
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品川区小山三丁目１番１０号28 小山中央診療所 笹川　綾子09,3397,8 新機関コード:
　　　09,3683,1

令和 4年 4月30日

品川区戸越四丁目９番１２号
　アビタシオン戸越１０１

29 もちづき内科クリニ
ック

望月　香織09,3530,4 新機関コード:
　　　09,3684,9

令和 4年 5月 1日

品川区北品川二丁目９番１２
号　Ｍａｒｅ北品川１階

30 のぞみクリニック 筋野　恵介09,3554,4 新機関コード:
　　　09,3679,9

令和 4年 4月30日

品川区大井二丁目１番１号　
大井２丁目メディカルセンタ
ー３階

31 大井町レディースク
リニック

佐久川　直子09,3566,8 新機関コード:
　　　09,3682,3

令和 4年 4月30日

品川区南大井六丁目１１番１
１号　１階

32 ふなはしハートヘル
スクリニック

舟　道雄09,3620,3 新機関コード:
　　　09,3681,5

令和 4年 4月30日

目黒区自由が丘一丁目２２番
２５号

33 青木医院 青木　直人10,2212,8 平成24年 5月31日

目黒区上目黒三丁目２１番１
３号

34 手塚ヒフ科 手塚　基子10,2720,0 令和 2年 3月25日

目黒区自由が丘一丁目７番１
１号　３０１

35 自由が丘河合クリニ
ック

河合　正登志10,2740,8 令和 3年 1月31日

目黒区中根二丁目１２番１号
　Ｋ＆Ｋビル３階

36 西村内科循環器科ク
リニック

西村　文朗10,2774,7 新機関コード:
　　　10,3213,5

令和 4年 4月30日

目黒区平町一丁目２６番３号
　スミール都立大１０１号室

37 医療法人社団　高瀬
会　たかせ眼科平町
クリニック

医療法人社団　高瀬
会　理事長　髙瀨　
正郎

10,2906,5 令和 2年 6月30日

目黒区上目黒二丁目１５番１
４号　ＩＲＯＮＳＩＤＥ　Ｎ
ＡＫＡＭＥＧＵＲＯ　５階

38 オーバル中目黒整形
外科

高島　東暉10,3159,0 新機関コード:
　　　10,3215,0

令和 4年 4月30日

大田区田園調布本町１９番１
９号

39 桜坂ロイヤルクリニ
ック

望月　義雄11,3084,8 平成20年 6月25日

大田区南六郷二丁目２７番１
号　コーポ篠原１階

40 医療法人社団　木村
こどもクリニック

医療法人社団　木村
こどもクリニック　
理事長　木村　方美

11,3541,7 令和 4年 4月 1日
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世田谷区若林一丁目２６番１
号

41 こわぐち産婦人科医
院

強口　テルヨ12,2696,8 令和 4年 3月 7日

世田谷区新町二丁目３８番１
４号

42 桜新町駅前神川クリ
ニック

神川　知之12,3656,1 新機関コード:
　　　55,3126,4

令和 4年 4月30日

世田谷区奥沢五丁目２５番１
号　田中ビル１，２，３階５
階

43 医療法人社団　田中
ウィメンズクリニッ
ク

医療法人社団　田中
ウィメンズクリニッ
ク　理事長　田中　
康弘

12,3665,2 令和 3年 4月30日

渋谷区神宮前六丁目２７番８
号　京セラ原宿ビル地下１階

44 サンクリニック原宿 東郷　實元13,3167,7 令和元年 7月 7日

渋谷区渋谷一丁目９番８号　
朝日生命宮益坂ビル３階

45 医療法人社団　和会
　渋谷コアクリニッ
ク

医療法人社団　和会
　理事長　川井　邦
彦

13,3240,2 新機関コード:
　　　60,2017,6

令和 4年 4月30日

渋谷区広尾五丁目１番２０号
　七星舎ビル３０１

46 平松レディースクリ
ニック

平松　秀子13,3356,6 新機関コード:
　　　60,2016,8

令和 4年 4月30日

渋谷区幡ヶ谷二丁目９番１９
号　金鈴ビル１階

47 はたがやおかだ眼科 岡田　潔13,3458,0 令和 4年 4月10日

渋谷区西原三丁目７番８号　
フィールド代々木上原３階

48 代々木上原こどもク
リニック

高見　剛13,3646,0 新機関コード:
　　　60,2010,1

令和 4年 4月30日

渋谷区南平台町２番１２号　
渋谷南平台久保ビル８０４

49 渋谷南平台ＴＨＣク
リニック

黒栁　享義13,3862,3 令和 3年11月30日

渋谷区恵比寿西一丁目２１番
５号　ＯＨＮＯＢＬＤ３階

50 クリニックビューテ
ィー恵比寿

医療法人　ザ・クリ
ニックビューティー
　山川　謙輔

13,3879,7 新機関コード:
　　　60,2000,2

令和 4年 2月16日

渋谷区神宮前六丁目１９番１
４号　神宮前ハッピービル５
階

51 明治通りクリニック 医療法人社団　為成
会　理事長　高橋　
知之

13,3917,5 新機関コード:
　　　60,2014,3

令和 4年 4月30日

渋谷区恵比寿一丁目９番７号
　ＩＴＯＸ４階

52 芍薬レディースクリ
ニック恵比寿

疋田　裕美13,3921,7 新機関コード:
　　　60,2012,7

令和 4年 4月30日
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渋谷区恵比寿一丁目７番１２
号　追分ビル６階

53 恵比寿循環器・糖尿
病クリニック

都島　基夫13,3927,4 令和 4年 3月31日

中野区上鷺宮三丁目１７番１
３号

54 よもぎ診療所 諏訪　久14,2111,4 令和 4年 4月11日

中野区鷺宮二丁目１番６号55 藤澤内科小児科医院 吉田　栄子14,2860,6 平成30年11月15日

中野区鷺宮三丁目３２番５号56 熊谷医院 福島　祥子14,3276,4 新機関コード:
　　　14,3341,6

令和 4年 4月30日

中野区東中野二丁目２４番１
３号　３０２号室

57 ｍｅｄｉｃａｌ　４
　ｍｅｎ　ｃｌｉｎ
ｉｃ

中島　知賀子14,3316,8 新機関コード:
　　　14,3342,4

令和 3年 8月31日

杉並区下高井戸五丁目５番３
号

58 今川医院 今川　和15,2877,7 令和 4年 4月13日

杉並区宮前三丁目６番２号59 松崎医院 松崎　修二15,2926,2 令和 4年 4月18日

杉並区和田三丁目５９番９号
　第三加部ビル２階

60 菅耳鼻咽喉科医院 菅　貞子15,2961,9 令和 4年 4月13日

杉並区方南二丁目２８番３号61 はら医院 原　明博15,3248,0 新機関コード:
　　　59,2021,0

令和 4年 3月31日

杉並区成田西三丁目７番３号62 吉田医院 田　潤子15,3284,5 令和 4年 4月13日

杉並区上荻四丁目９番８号63 上杉眼科医院 上杉　妙子15,3355,3 令和 3年12月31日

杉並区久我山五丁目１４番８
号

64 富士見が丘痛みのク
リニック

川添　礼子15,3538,4 令和 4年 4月13日

杉並区松庵三丁目２０番１０
号　マストライフ西荻窪ＡＮ
ＮＥＸ

65 こやなぎ内科クリニ
ック

小柳　伊智朗15,3875,0 令和 2年10月31日

豊島区西池袋五丁目１９番１
１号

66 西澤医院 西澤　正昭16,2040,0 平成27年 5月27日
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豊島区東池袋三丁目１番１号
　サンシャイン６０　８階

67 池袋病院附属クリニ
ック

医療法人社団　生全
会　理事長　川内　
千鶴子

16,2684,5 令和 2年 1月31日

豊島区東池袋二丁目５１番４
号　帝京平成大学１階

68 帝京大学附属池袋ク
リニック

学校法人　帝京大学
　理事長　冲永　佳
史

16,3373,4 令和 4年 3月31日

荒川区町屋二丁目３番７号69 社会医療法人社団　
一成会　木村病院

社会医療法人社団　
一成会　理事長　木
村　厚

18,1200,7 新機関コード:
　　　18,7091,4

令和 4年 4月30日

荒川区町屋四丁目１４番２２
号

70 内科小児科飯島医院 飯島　治之18,2008,3 令和 4年 4月 8日

板橋区高島平一丁目７９番１
８号　西台駅前ビル３階

71 西台皮フ科クリニッ
ク

春原　章太郎19,2658,3 令和 2年 4月 1日

板橋区大山東町１７番９号72 有田医院 有田　孝久19,2784,7 令和 4年 3月31日

板橋区高島平一丁目７番１号
　

73 板橋区平日夜間応急
こどもクリニック

公益社団法人　板橋
区医師会　代表理事
　齋藤　英治

19,3102,1 令和 4年 3月31日

板橋区大山金井町５２番６号
　柳澤ビルディング２階２０
１号室

74 布施クリニック 医療法人社団　心翠
会　理事長　飯田　
茂

19,3294,6 新機関コード:
　　　19,3420,7

令和 4年 4月30日

足立区梅島一丁目６番１２号
　シルバーピア梅島１０２号
室

75 梅島クリニック 和田　龍藏21,2999,7 令和 2年 9月30日

足立区千住一丁目１１番２号
　北千住Ⅴビルディング１階

76 千住・胃と腸のクリ
ニック

医療法人社団　尚視
会　理事長　原田　
英明

21,3481,5 新機関コード:
　　　21,3496,3

令和 4年 4月30日

足立区千住二丁目６１番地８
　ＳＩＡ北千住フロントビル
３階・４階

77 北千住駅前クリニッ
ク

神川　正俊21,3488,0 新機関コード:
　　　21,3497,1

令和 4年 4月30日

葛飾区東金町三丁目２７番９
号

78 田原整形外科医院 田原　良泰22,2495,4 令和 4年 3月31日
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医療機関所在地項番 医療機関番号 医療機関名称 開設者氏名 廃止年月日 廃止理由 備考

葛飾区宝町一丁目２番１号　
エメラルドマンション１階

79 タナカ内科クリニッ
ク

田中　義郎22,2655,3 平成31年 3月17日

江戸川区東葛西六丁目７番２
０号　原田商会ビル１階

80 山下クリニック 山下　秀光23,2652,8 令和 3年 9月11日

江戸川区西小岩一丁目２６番
７号　ウィル小岩６０１

81 医療法人社団　智那
会　すみれ皮膚科ク
リニック

医療法人社団　智那
会　理事長　藤田　
伸弘

23,3049,6 新機関コード:
　　　23,3412,6

令和 4年 3月22日

東村山市栄町一丁目４番地２
６　清光ビル５階５０２

82 医療法人社団　ＳＡ
Ｋ　さかき皮フ科・
外科クリニック

医療法人社団　ＳＡ
Ｋ　理事長　　聖
樹

27,2239,5 令和 4年 3月31日

国分寺市本町二丁目２０番１
６号

83 葉子こどもクリニッ
ク

田中　葉子31,2251,2 令和 4年 5月 6日

国分寺市南町三丁目２２番２
７号　第２浜仲ビル１階

84 くまさんこどもクリ
ニック

大山　亘31,2300,7 新機関コード:
　　　31,2323,9

令和 4年 4月30日

町田市中町四丁目１２番７号85 高倉胃腸科外科医院 高倉　永政32,2192,6 令和 3年11月20日

町田市鶴間三丁目３番地１　
グランベリーパークステーシ
ョンコート２階

86 チャイルドクリニッ
ク　グランベリーパ
ーク院

千葉　浩介32,2880,6 新機関コード:
　　　32,2916,8

令和 4年 4月30日

武蔵野市境南町五丁目１１番
２号

87 富士見台医院 八島　理33,2284,9 令和 2年11月 7日

武蔵野市中町一丁目３４番３
号　武蔵野パークマンション
４１１号室

88 医療法人社団　双泉
会クリニックむさし
の

医療法人社団　双泉
会　理事長　和泉　
武彦

33,2655,0 平成30年 5月16日

武蔵野市境一丁目１５番１０
号　１０１号Ｂ

89 むさしの糖尿病・甲
状腺クリニック

田口　学33,2677,4 新機関コード:
　　　33,2709,5

令和 4年 4月30日

日野市程久保６５０番地　高
幡台団地７６－１０１

90 高幡診療所 原　房江35,2312,3 平成30年12月10日

三鷹市下連雀二丁目１３番２
２号

91 花野医院 花野　幸雄36,2007,7 令和 4年 4月18日
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医療機関所在地項番 医療機関番号 医療機関名称 開設者氏名 廃止年月日 廃止理由 備考

調布市国領町四丁目８番地３
　亀乃子ビル２階

92 医療法人社団　石川
記念会　国領石川ク
リニック

医療法人社団　石川
記念会　理事長　石
川　悦久

42,2348,3 新機関コード:
　　　42,2559,5

令和 4年 4月24日

多摩市永山一丁目５番地　ベ
ルブ永山２階２１１号

93 永山耳鼻咽喉科 臼井　大一郎50,2150,6 令和元年 8月 7日

多摩市唐木田一丁目５３番９
号　唐木田センタービル１階

94 唐木田整形外科 医療法人社団　進栄
会　理事長　細谷　
源

50,2185,2 令和元年12月31日

西東京市芝久保町一丁目５番
８号　ハイネス田無弐番館１
０４

95 こみち内科クリニッ
ク

大湊　佳子54,2075,7 新機関コード:
　　　54,2173,0

令和 4年 4月30日

世田谷区上北沢三丁目３４番
１４号

96 渡辺内科クリニック 渡邊　哲55,2117,4 新機関コード:
　　　55,3121,5

令和 4年 4月30日

世田谷区駒沢四丁目１９番１
３号　ヴェルデ－ル駒沢２０
１

97 浜本眼科・内科 濱本　晶子55,2189,3 新機関コード:
　　　55,3118,1

令和 4年 4月14日

世田谷区梅丘一丁目２６番５
号　２階３階

98 みやき整形外科・脊
椎クリニック

味八木　二郎55,2893,0 新機関コード:
　　　55,3120,7

令和 4年 4月30日

世田谷区成城六丁目１６番９
号　リズリ成城１階、２０２

99 アイリス眼科 地場　奈実55,2921,9 新機関コード:
　　　55,3123,1

令和 4年 4月30日

世田谷区下馬二丁目２０番１
１号　小畑ビル１－Ａ号

100 医療法人社団　三育
会　三軒茶屋内科リ
ハビリテーションク
リニック

医療法人社団　三育
会　理事長　英　裕
雄

55,2922,7 新機関コード:
　　　55,3119,9

令和 4年 4月30日

世田谷区桜新町一丁目４０番
８号　桜新町クリニックモー
ル４階

101 世田谷ゆうあい眼科
クリニック

石川　敦55,3032,4 新機関コード:
　　　55,3124,9

令和 4年 4月30日

世田谷区祖師谷三丁目３３番
９号　２階

102 祖師谷みちクリニッ
ク

チータム　倫代55,3049,8 新機関コード:
　　　55,3122,3

令和 4年 4月30日

大田区南千束三丁目２８番１
５号

103 華光医院 川原　隆道56,2101,6 平成31年 3月31日
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医療機関所在地項番 医療機関番号 医療機関名称 開設者氏名 廃止年月日 廃止理由 備考

大田区東糀谷一丁目２０番１
８号

104 いしい整形外科クリ
ニック

石井　庄次56,2130,5 新機関コード:
　　　56,2333,5

令和 4年 4月30日

新宿区河田町３番８号　ＴＨ
Ｅ　ＤＥＮＳ　曙橋２０４

105 曙ホームクリニック 余郷　麻希子57,2280,6 新機関コード:
　　　57,2426,5

令和 4年 3月31日

港区三田一丁目４番２８号　
３階

106 三田国際ビルクリニ
ック

菱川　慶一58,2083,2 新機関コード:
　　　58,2405,7

令和 4年 4月30日

港区高輪二丁目１９番２０号
　財界二世学院ビル８階

107 ＡＩＭ　ｂｅａｕｔ
ｙ　ｍｅｄｉｃａｌ
　ｃｌｉｎｉｃ

中島　知賀子58,2401,6 新機関コード:
　　　58,2411,5

令和 4年 1月31日
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医療機関所在地項番 医療機関番号 医療機関名称 開設者氏名 廃止年月日 廃止理由 備考

千代田区麹町四丁目３番地　
紅谷ビル３階

1 医療法人社団　恵雄
会　麹町デンタルク
リニック

医療法人社団　恵雄
会　理事長　西澤　
道雄

01,8274,1 新機関コード:
　　　01,8375,6

令和 4年 4月30日

千代田区紀尾井町４番１号　
ニューオータニガーデンコー
ト２階

2 バジルデンタルクリ
ニック　ニューオー
タニガーデンコート

医療法人社団　田北
歯科　理事長　田北
　行宏

01,8329,3 令和 4年 4月30日

中央区築地二丁目４番１０号
　ＳＡテンハウス３階

3 医療法人社団　杏壬
会　東銀座築地歯科
・マウスピース矯正
クリニック

医療法人社団　杏壬
会　理事長　新渡戸
　康希

02,8724,3 令和 4年 1月25日

中央区月島一丁目５番２号　
キャピタルゲートプレイス　
２階－２０２

4 月島キャピタルゲー
ト歯科

松本　英里佳02,8730,0 新機関コード:
　　　02,8784,7

令和 4年 4月30日

港区赤坂六丁目１５番１号　
赤坂ミツワビル２階

5 医療法人社団　梓会
　古畑歯科医院

医療法人社団　梓会
　理事長　古畑　升

03,8128,5 新機関コード:
　　　58,4240,6

令和 4年 5月 5日

文京区本郷三丁目１５番１号
　美工本郷ビル２階

6 文京田歯科医院 田　稔弥05,4755,4 新機関コード:
　　　05,4850,3

令和 4年 4月30日

文京区白山一丁目３７番３号
　ＥＸＡＭ白山２階

7 デンタル文京白山 佐藤　博紀05,4824,8 新機関コード:
　　　05,4849,5

令和 4年 4月21日

台東区東上野三丁目２１番７
号　福井ビル

8 高橋歯科 高橋　秀直06,4456,7 令和 4年 3月 7日

墨田区東向島二丁目１２番９
号

9 沖山歯科医院 沖山　博一07,4371,6 令和 2年 3月31日

墨田区東向島一丁目２８番１
２号　向島リリエンハイム１
０１号

10 新井歯科医院 新井　泰弘07,4450,8 令和 3年 2月28日

墨田区向島四丁目４番１０号11 田代歯科医院 田代　恒久07,4464,9 平成22年 4月19日

品川区南品川四丁目２番２７
号

12 木下歯科医院 村山　政子09,4168,2 平成20年10月 1日

品川区小山六丁目７番１５号13 平沢歯科医院 平沢　庄一郎09,4318,3 令和 3年 3月29日
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品川区南大井五丁目２３番８
号

14 サトウ歯科医院 佐藤　博之09,4471,0 新機関コード:
　　　09,8235,5

令和 4年 4月30日

品川区西五反田五丁目６番２
５号

15 安田歯科医院 安田　隆行09,4564,2 令和 4年 4月30日

目黒区上目黒二丁目３７番１
２号　コンフォート中目黒１
階

16 医療法人社団　秀嶺
会　さとう歯科クリ
ニック

医療法人社団　秀嶺
会　理事長　佐藤　
英明

10,4622,6 令和 4年 3月31日

目黒区青葉台三丁目２１番１
３号　バルビゾン４５番館５
階

17 ジーレデンタル 菅野　雅也10,4871,9 令和 4年 4月 6日

大田区大森西五丁目６番３号18 エルザ歯科クリニッ
ク

石川　二枝11,4767,7 令和 4年 3月31日

大田区上池台二丁目３１番８
号

19 遠竹歯科医院 深澤　千鶴子11,8328,4 令和 4年 4月20日

大田区西蒲田五丁目１４番８
号　市川ビル１階

20 西蒲田デンタルクリ
ニック

鳥塚　朋良11,8804,4 新機関コード:
　　　11,8844,0

令和 4年 4月30日

世田谷区喜多見九丁目１８番
１３号

21 青木歯科医院 青木　茂12,4653,7 令和 4年 3月31日

世田谷区大原一丁目５９番９
号　奈良ビル

22 奈良ビル歯科医院 荻原　厚子12,8292,0 令和 4年 3月31日

世田谷区砧三丁目６番１３号23 百瀬歯科医院 医療法人社団　百瀬
歯科医院　理事長　
百瀬　智彦

12,8942,0 新機関コード:
　　　55,4242,8

令和 4年 5月 1日

渋谷区神南一丁目２０番１２
号　遠山ビル４階

24 医療法人社団　開成
会　渋谷公園通り歯
科クリニック

医療法人社団　開成
会　理事長　荒井　
裕

13,8082,3 令和 4年 3月31日

渋谷区円山町２３番２号　ラ
・フォンテーヌビル２階

25 医療法人社団　誠智
会　フォンテーヌ歯
科クリニック

医療法人社団　誠智
会　嶋田　誠一郎

13,8200,1 新機関コード:
　　　13,8447,8

令和 4年 4月30日

中野区弥生町三丁目９番２０
号　　ＭＯＡしらかわ２階

26 ７　Ｄｅｎｔａｌ　
Ｃｌｉｎｉｃ

吉川　範洋14,4884,4 新機関コード:
　　　14,4931,3

令和 4年 4月30日
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杉並区松ノ木三丁目２９番４
号

27 長野歯科医院 長野　学15,4136,6 新機関コード:
　　　15,8498,6

令和 4年 4月13日

杉並区高井戸東四丁目１０番
３０号　サンハイム高井戸１
階

28 佐藤歯科クリニック 佐藤　和正15,4768,6 令和 4年 4月12日

杉並区荻窪五丁目７番７号　
宮澤ビル１階

29 荻窪あかり歯科 与謝野　明15,8316,0 新機関コード:
　　　15,8496,0

令和 4年 3月31日

杉並区天沼三丁目６番１号　
荻窪深澤ビル１階及び地下１
階

30 荻窪グレイス歯科・
矯正歯科

奥津　朋彦15,8322,8 新機関コード:
　　　15,8499,4

令和 4年 4月30日

杉並区堀ノ内三丁目２番１３
号　妙光堂ビル２階１号

31 たかの歯科医院 近藤　祐美15,8341,8 令和 4年 3月31日

豊島区西池袋四丁目３５番１
１号　神田ビル１階

32 田中歯科医院 田中　正行16,4552,2 令和 4年 4月 1日

豊島区南長崎五丁目２６番３
号

33 医療法人社団　常盤
会　本多歯科東長崎
診療所

医療法人社団　常盤
会　理事長　本多　
雅良

16,4669,4 新機関コード:
　　　16,8201,2

令和 4年 4月30日

豊島区目白三丁目１６番１号34 仁村歯科医院 仁村　元美16,4693,4 新機関コード:
　　　16,8202,0

令和 4年 4月30日

豊島区池袋二丁目６０番６号
　グランドメゾン池袋一番館
１０３号

35 グランドメゾンデン
タルクリニック

生野　誠16,8155,0 新機関コード:
　　　16,8200,4

令和 4年 4月30日

荒川区荒川一丁目４４番１５
号　シティハイツ三ノ輪１階
　１０１・１０２

36 Ｅデンタルオフィス 遠藤　智18,4480,2 令和 4年 3月21日

板橋区志村一丁目３５番１５
号

37 西東歯科医院 西東　公彦19,4315,8 令和 3年 3月12日

板橋区舟渡一丁目１６番２３
号　ドーミー浮間舟渡レディ
ース１階

38 医療法人社団　宏文
会　浮間パーク歯科
クリニック

医療法人社団　宏文
会　理事長　島本　
敏宏

19,4767,0 令和 4年 3月23日

板橋区南町４番８号39 ミナミ町高橋歯科ク
リニック

髙橋　良範19,4910,6 令和 3年10月15日
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板橋区大山東町２０番５号　
吉岡屋ビル１階

40 医療法人社団　貴樂
会　遊座大山デンタ
ルオフィス

医療法人社団　貴樂
会　理事長　伊藤　
貴博

19,4985,8 新機関コード:
　　　19,8079,6

令和 4年 4月10日

練馬区南大泉三丁目３１番２
２号　保谷駅前ビル５階

41 釣歯科医院 釣　真一郎20,4930,2 令和 2年 1月31日

練馬区東大泉三丁目３１番１
１号

42 つつみ歯科医院 堤　茂樹20,8177,6 新機関コード:
　　　20,8302,0

令和 4年 3月31日

足立区本木東町１２番２号43 小川歯科医院 小川　正一21,4021,8 平成 6年 1月23日

足立区千住旭町３４番１０号44 関歯科医院 関　勝21,4119,0 平成11年10月31日

足立区中央本町二丁目２４番
１８号　五反野藤やビル１０
１

45 月山歯科クリニック 月山　一行21,8217,8 新機関コード:
　　　21,8239,2

令和 4年 4月30日

江戸川区西小岩一丁目５番１
４号

46 新出歯科医院 新出　愛子23,4014,9 令和 2年10月 9日

八王子市明神町四丁目２番１
８号

47 高野歯科医院 高野　眞太郎29,4246,4 新機関コード:
　　　29,4752,1

令和 4年 4月30日

八王子市東浅川町９１４番地
１　峰尾ビル１階

48 医療法人社団　清流
会　ごしま歯科医院

医療法人社団　清流
会　理事長　五嶋　
洋昭

29,4377,7 新機関コード:
　　　29,4750,5

令和 4年 4月13日

八王子市堀之内三丁目３５番
地９　メルヴェール京王堀之
内１階

49 京王堀之内駅前　ゆ
たか歯科医院

阿部　豊29,4739,8 新機関コード:
　　　29,4749,7

令和 4年 3月31日

国分寺市本町三丁目１１番１
５号　石川ビル２階

50 一ノ宮歯科医院 一ノ宮　俊郎31,4081,1 令和 2年 3月31日

町田市中町一丁目３０番６号51 林歯科医院 林　和正32,4131,2 新機関コード:
　　　32,4636,0

令和 4年 4月 9日

日野市多摩平一丁目３番地５
　豊田ダイカンプラザ１階１
０１号室

52 かしの木歯科 樫村　大成35,4207,3 令和 4年 3月31日

昭島市松原町一丁目１番１５
号

53 昭島歯科 山　優子40,4131,5 令和 4年 3月31日
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調布市下石原一丁目７番地１
０

54 野原歯科医院 野原　恵42,4182,4 令和 4年 3月31日

調布市上石原二丁目４０番１
号　１階

55 西調布ハーモニー歯
科クリニック

川上　壮42,4478,6 新機関コード:
　　　42,4508,0

令和 4年 4月30日

狛江市和泉本町一丁目２番９
号

56 早川歯科医院 早川　嘉45,4014,2 令和 2年 6月29日

東大和市南街二丁目７４番地
１６

57 前田歯科医院 前田　昇46,4027,2 令和 4年 4月19日

東久留米市本町三丁目４番１
０号

58 神津歯科医院 神津　知男48,4042,7 令和 4年 3月31日

東久留米市本町三丁目８番１
号　イトーヨーカドー東久留
米店３階

59 医療法人社団　真幸
会　スマイル歯科

医療法人社団　真幸
会　理事長　小倉　
真次

48,4140,9 令和 4年 4月30日

稲城市大丸９８８番地６　稲
城スカイコートビル３階

60 医療法人社団　純風
会　柴山歯科医院

医療法人社団　純風
会　理事長　柴山　
哲也

51,4085,0 令和 2年 6月 8日

羽村市神明台一丁目２２番地
１

61 ひらいデンタルパー
トナーズ

平井　則光53,4063,3 新機関コード:
　　　53,4066,6

令和 4年 4月30日

世田谷区砧六丁目２５番１６
号　

62 医療法人社団　百瀬
歯科医院　歯列育成
クリニック

医療法人社団　百瀬
歯科医院　理事長　
百瀬　智彦

55,4027,3 新機関コード:
　　　55,4243,6

令和 4年 5月 1日

港区赤坂五丁目１番３５号　
１階

63 赤坂きらきら歯科 高根　元恒58,4098,8 令和 4年 3月31日

港区三田二丁目７番１２号　
徳文堂ビル１階

64 山中歯科医院 山中　拓人58,4167,1 新機関コード:
　　　58,4237,2

令和 4年 3月31日

港区白金台５丁目１３－１２65 山内歯科医院 山内　真紀子58,4226,5 新機関コード:
　　　58,4239,8

令和 4年 4月20日
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港区東新橋一丁目９番１号　
東京汐留ビルディング地下２
階

1 あおば薬局　汐留店 株式会社　メディカ
ルプラス　代表取締
役　武石　雅幸

03,5658,4 令和 4年 2月28日

新宿区西落合四丁目２２番８
号

2 渡辺薬局 渡辺　祥子04,5158,3 平成19年 4月 1日

新宿区北新宿四丁目８番１６
号　北新宿君嶋ビル２階

3 ウェルパーク調剤薬
局　新宿小滝橋店

株式会社　ウェルパ
ーク　代表取締役　
島本　和彦

04,5620,2 令和 4年 4月24日

新宿区下落合三丁目２２番１
６号

4 矢野薬局 株式会社　志紀薬品
　代表取締役　矢野
　耕志

04,5632,7 令和 4年 3月31日

文京区本駒込一丁目２番２号
　ベリスタ文京白山１階－Ｎ
ｏ．４

5 しんみち通り星薬局 合同会社　星薬局　
代表社員　秋元　敦
夫

05,5507,8 令和 4年 4月 1日

台東区根岸四丁目１５番１８
号

6 いちご薬局 有限会社　ファロス
　代表取締役　三浦
　啓一

06,5318,8 新機関コード:
　　　06,5559,7

令和 4年 4月30日

墨田区京島三丁目３３番７号7 ヒカリ薬局 近藤　京子07,5231,1 新機関コード:
　　　07,5523,1

令和 4年 4月19日

江東区大島七丁目１番１５号8 ひかり薬局 株式会社　フォーラ
ル　代表取締役　松
村　達

08,5652,6 新機関コード:
　　　08,5699,7

令和 4年 4月30日

大田区西糀谷二丁目１番１０
号　ＦＬＡＴ－Ｔ１階

9 つばさ薬局 有限会社　サポート
テック　代表取締役
　三浦　輝久

11,5746,0 令和 4年 3月31日

世田谷区経堂一丁目１１番５
号

10 ケンポドー薬局　五
番館

株式会社　ケンポド
ー　代表取締役　佐
々木　君華

12,5960,5 新機関コード:
　　　55,5330,0

令和 4年 5月 2日

渋谷区幡ヶ谷二丁目１４番９
号　ＨＡＲＡＤＡ　Ｂｌｄ．
８　１階

11 クオール薬局　幡ヶ
谷店

クオール　株式会社
　代表取締役　柄澤
　忍

13,5527,0 新機関コード:
　　　13,5541,1

令和 4年 4月30日

中野区鷺宮一丁目２７番６号12 青山豊生堂薬局　支
店

株式会社　青山　代
表取締役　青山　格

14,5474,3 令和 4年 3月31日
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中野区中央一丁目３８番１号
　住友中野坂上ビル　アクロ
スシティ１１１号

13 調剤薬局アリエス メグコーポレート　
株式会社　代表取締
役　松山　恵美子

14,5607,8 令和 4年 4月30日

豊島区南池袋二丁目２９番１
０号　金井ビル７階Ｂ号室

14 よつば薬局　池袋店 株式会社　ボトムハ
ート　代表取締役　
佐藤　優介

16,5564,6 新機関コード:
　　　16,5670,1

令和 4年 4月30日

北区神谷一丁目１５番１号　
センテニアル王子神谷Ｂ

15 ひのき薬局 株式会社　フォーラ
ル　代表取締役　松
村　達

17,5628,7 新機関コード:
　　　17,5704,6

令和 4年 3月31日

荒川区西尾久二丁目２５番１
２号

16 オームロ薬局 大室　宣子18,5126,0 令和 4年 3月31日

板橋区上板橋二丁目１７番８
号

17 フレンド薬局 有限会社　小田薬局
　代表取締役　小田
　美良

19,5443,7 令和 4年 4月28日

練馬区石神井町二丁目１５番
８号　グリーンフォレストⅡ
　Ｂ号室

18 ひのき薬局 株式会社　志紀薬品
　代表取締役　矢野
　耕志

20,5617,4 令和 4年 3月31日

足立区島根二丁目１７番１号19 しまね薬局 少路　芳子21,5962,2 新機関コード:
　　　21,5970,5

令和 4年 4月30日

葛飾区青戸三丁目３４番６号20 東優企業組合　中村
薬局営業所

東優企業組合　理事
長　増渕　英寿

22,5259,1 令和 4年 3月31日

江戸川区西小岩一丁目２６番
５号　ファースト小岩マンシ
ョン１階

21 さくらんぼ薬局 有限会社　メディカ
ルフローラ　代表取
締役　永森　俊光

23,5493,4 令和 4年 3月31日

西多摩郡瑞穂町二本木７１９
番地４

22 さつき薬局　瑞穂店 株式会社　さつきコ
ーポレーション　代
表取締役　津村　信
彦

24,5064,1 新機関コード:
　　　24,5067,4

令和 4年 5月 2日

八王子市旭町８番１０号　４
０３

23 八王子駅前薬局 株式会社　行徳ファ
ーマシー　代表取締
役　相良　直哉

29,5566,4 令和 4年 3月24日
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町田市木曽町４９３番地２24 ドラッグセイムス　
町田木曽薬局

株式会社　富士薬品
　代表取締役　高柳
　昌幸

32,5417,4 令和 4年 3月31日

小金井市本町一丁目１番４号
　丸善ビル１階

25 キタムラ薬局　２号
店

株式会社　桜樹調剤
　代表取締役　北村
　貴士

41,5158,5 新機関コード:
　　　41,5172,6

令和 4年 4月30日

小平市仲町４２５番地７26 あかしあ通り薬局 株式会社　トラスト
ファーマシー　代表
取締役　田中　一成

43,5087,2 新機関コード:
　　　43,5235,7

令和 4年 4月30日

東大和市中央四丁目１０３９
番地２６

27 マイ薬局 有限会社　ケミカル
トラスト　代表取締
役　松村　直人

46,5036,2 新機関コード:
　　　46,5091,7

令和 4年 4月30日

世田谷区用賀四丁目１３番７
号　グランメール１０２号室

28 双葉薬局 柴崎　憲行55,5250,0 新機関コード:
　　　55,5328,4

令和 4年 3月31日

大田区北千束三丁目３４番１
２号

29 アクア薬局　大岡山
店

佐伯　孝子56,5117,9 新機関コード:
　　　56,5266,4

令和 4年 4月30日


