
医療機関名

1 堀　切 医療法人社団山寿会　大山クリニック 大山　 高令

2 堀　切 医療法人社団白圭会　ほしの内科クリニック 星野　 智昭

3 堀　切 お花茶屋駅前クリニック 白木　 康夫

4 堀　切 医療法人社団博雅会　大江医院 大江      毅

5 堀　切 医療法人社団祥史会　綾瀬中央診療所 島本　 丈裕

6 堀　切 医療法人社団祥史会　綾瀬中央診療所 大多和史絵

7 堀　切 医療法人社団祥史会　綾瀬中央診療所 中川　 裕太

8 堀　切 医療法人財団慈光会　堀切中央病院 鈴木　 正行

9 堀　切 医療法人財団慈光会　堀切中央病院 菊池　 寿隆

10 堀　切 医療法人財団慈光会　堀切中央病院 小泉   和人

11 堀　切 医療法人社団孔明会　茅野外科内科 茅野　 文明

12 堀　切 医療法人社団健伸会　亀山内科医院 亀山健三郎

13 堀　切 南郷外科・整形外科医院 南郷　 明徳

14 堀　切 医療法人社団爽風会　おその整形外科 於曽能正博

15 堀　切 あやせ耳鼻咽喉科医院 中井川弘毅

16 堀　切 医療法人社団久悠会　久保島医院 久保嶋康仁

17 堀　切 下千葉診療所 三浦　 寧子

18 堀　切 菖蒲園診療所 萩庭　 一元

19 堀　切 ばんどうクリニック堀切菖蒲園駅前 坂東　 重浩

20 堀　切 新葛飾ロイヤルクリニック 鷺原   規喜

21 堀　切 医療法人慈風会　あつち葛飾クリニック 厚地　 正子

22 亀　有 医療法人社団穂光会　いなば内科クリニック 稲葉　    敏

23 亀　有 社会医療法人社団　正志会　葛飾リハビリテーション病院 松澤　    勲

24 亀　有 大貫内科クリニック 大貫ひろみ

25 亀　有 医療法人財団十全会　矢作クリニック 矢作　 隆幸

26 亀　有 医療法人社団湘南会　亀有中央病院 小嶋　 範行

27 亀　有 医療法人社団湘南会　亀有中央病院 小嶋幸一郎

28 亀　有 医療法人社団恭生会　かめあり脳神経外科 間　　  淑郎

29 亀　有 巷岡クリニック 巷岡　    博

30 亀　有 医療法人社団紀夢会　アリオ大島眼科 大島　    真

31 亀　有 医療法人社団湘南会　亀有みんなのクリニック 杉原　 祥子

32 亀　有 医療法人財団杏仁会　松岡胃腸クリニック 松岡洋一郎

33 亀　有 医療法人社団泰松会　亀有おおの診療所 大野　    誠

34 亀　有 医療法人財団謙仁会　亀有病院 山下　 陽一

35 亀　有 新宿消費生活協同組合　にいじゅく組合診療所 網代　 洋一

36 亀　有 医療法人社団葛飾笑福会　亀有メンタルクリニック 小橋川   保

37 亀　有 亀有クリニック 河原　 弥生

38 亀　有 医療法人社団柳澤医院　亀有内科・呼吸器クリニック 柳澤　 治彦

39 金　町 医療法人社団東京正和会　あさの金町クリニック 浅野　 次義

40 金　町 かつしか心身総合クリニック 駒形　 清則
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41 金　町 かつしか心身総合クリニック 永井 　斐子

42 金　町 医療法人社団藤福会　小沼医院 加藤　 孝男

43 金　町 医療法人社団藤福会　小沼医院 加藤満利子

44 金　町 吉崎医院 吉嵜　 友康

45 金　町 医療法人社団　愛育苑診療所 富田　    貴

46 金　町 医療法人社団　愛育苑診療所 富田富士子

47 金　町 医療法人社団萃容会　聖心醫院 小田川幸成

48 金　町 医療法人社団彩悦会　水元医院 平瀬　 悦子

49 金　町 社会福祉法人仁生社　江戸川病院高砂分院 青井　 東呉

50 金　町 医療法人社団　加藤医院 加藤　 雅治

51 金　町 医療法人社団弘潤会　大竹胃腸科内科クリニック 大竹　 弘司

52 金　町 医療法人社団一秀会　葛飾橋病院 尾内　 隆志

53 金　町 金町脳神経内科・耳鼻咽喉科 内野　 勝行

54 金　町 医療法人社団　ワカナ眼科医院 若菜　 恵一

55 金　町 中沢内科胃腸科医院 中澤　 幸弘

56 金　町 かまた医院 鎌田裕十朗

57 金　町 医療法人社団智成会　東金町内科クリニック 石垣　    宏

58 金　町 金町成人病クリニック 金　    哲宇

59 金　町 ヴィナシス金町内科クリニック 木村　 一史

60 金　町 かまた医院 大谷木光一

61 金　町 社会医療法人社団光仁会　第一病院 野村　 明子

62 金　町 社会医療法人社団光仁会　第一病院 古明地弘和

63 金　町 社会医療法人社団光仁会　第一病院 宮城　 英慈

64 金　町 医療法人社団玲瓏会　金町中央病院 栗原　 英明

65 金　町 医療法人社団　金町整形外科 山口　　  洋

66 金　町 小泉胃腸肛門クリニック 小泉　 和也

67 金　町 かなまち慈優クリニック 高山　 哲朗

68 金　町 ふくクリニック 福永　 貴子

69 金　町 佐藤整形外科医院 佐藤　    裕

70 金　町 医療法人社団一典会　たしろ整形外科 田代　 典子

71 金　町 東京葛飾医療生活協同組合　金町診療所 鈴木　 瑞史

72 金　町 あさみファミリークリニック 浅見　 育広

73 金　町 葛飾にいじゅくクリニック 大賀　 貴文

74 金　町 中沢内科胃腸科医院 中澤　 幸史

75 金　町 浅野医院 浅野　 正直

76 高　砂 医療法人社団　細田診療所 赤畑　 正樹

77 高　砂 えがおホームクリニック 中野　    好

78 高　砂 えがおホームクリニック 中野　    透

79 高　砂 医療法人社団順啓会　遠藤医院 遠藤啓一郎

80 高　砂 医療法人社団昭正会　新柴又駅前クリニック 葛原　 正昭
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81 高　砂 北野医院 井上　 隆一

82 高　砂 野﨑内科医院 野﨑　 琢史

83 高　砂 医療法人社団淳友会　わたクリニック 渡辺　 淳子

84 高　砂 医療法人社団健寿会　阿久津医院 阿久津寿江

85 高　砂 医療法人社団裕栄会　高砂診療所 浦田　 栄吉

86 高　砂 医療法人社団昭仁会　雨宮医院 雨宮　    謙

87 高　砂 医療法人社団賢心会　鈴木医院 鈴木　 克行

88 高　砂 山口医院 山口　 和彦

89 高　砂 医療法人社団啓翔会　黒木整形外科内科クリニック 黒木　 啓之

90 高　砂 新宿診療所 深澤　 正樹

91 高　砂 医療法人社団祥孝会　猪口医院 猪口   幸子

92 高　砂 葛飾つばさ医院 中村　 幸伸

93 高　砂 新高砂クリニック 曽我　 　 満

94 高　砂 医療法人社団祥正会　高砂眼科柴又医院 藤盛   圭太

95 高　砂 医療法人一丸堂社団　吉田機司クリニック 吉田　 明弘

96 高　砂 医療法人社団互恵会　土屋クリニック 土屋新一郎

97 高　砂 ハルこころクリニック京成高砂院 中田　 英憲

98 高　砂 医療法人社団甲藍会　甲田医院 甲田　 貴丸

99 青　戸 医療法人社団英愛会　黒川クリニック 黒川　 英蔵

100 青　戸 石川循環器クリニック 石川　 辰雄

101 青　戸 クリニックあおと 大友　 理光

102 青　戸 医療法人社団　吉川内科医院 吉川　 昌一

103 青　戸 医療法人社団　吉川内科医院 吉川　 斉克

104 青　戸 青戸町医院 石見　 法邦

105 青　戸 中路医院 中路　 貴士

106 青　戸 東京慈恵会医科大学葛飾医療センター 鈴木　 正彦

107 青　戸 医療法人社団双泉会　いずみホームケアクリニック 和泉　 武彦

108 青　戸 医療法人社団双泉会　いずみホームケアクリニック 和泉　 紀彦

109 青　戸 医療法人社団双泉会　いずみホームケアクリニック 豊田千純子

110 青　戸 医療法人社団双泉会　いずみホームケアクリニック 南須原洋一

111 青　戸 医療法人社団双泉会　いずみホームケアクリニック 森　　  麻子

112 青　戸 さくら通りクリニック 寺島　 大介

113 青　戸 医療法人財団葛飾厚生会　東立病院 森田　　  博

114 青　戸 医療法人社団博静会　西巻医院 西巻　　  学

115 青　戸 医療法人社団信和会　小島医院 小島　 龍男

116 青　戸 かつしかキュアクリニック 永澤　    守

117 青　戸 医療法人社団白鳥会　白鳥診療所 福田　　  元

118 立　石 医療法人社団仁謙会　立石医院 塚原　 謙之

119 立　石 医療法人社団片根会　片根医院 濱口　    直

120 立　石 遠武内科小児科医院 遠武　 孝悦
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121 立　石 東立石内科クリニック 浪川　    進

122 立　石 なかむらケアクリニック 福岡友梨江

123 立　石 安田クリニック 安田　    肇

124 立　石 医療法人社団千仁会　岩崎内科医院 岩崎　　　仁

125 立　石 かが内科クリニック 利　　  修治

126 四つ木 石川内科医院 石川　    斉

127 四つ木 田中医院 田中　    亮

128 四つ木 坂本クリニック 坂本　 孝之

129 四つ木 いしかわクリニック 石川　 貞利

130 四つ木 東京葛飾医療生活協同組合　篠原診療所 清水　 義人

131 四つ木 坂本病院 坂本　 光隆

132 四つ木 坂本病院 鈴記　 好博

133 四つ木 ひきふね整形外科クリニック 石井　 重雄

134 四つ木 OHANAキッズ・ファミリークリニック 稲毛祐基子

135 四つ木 真田整形外科 真田　 玲子

136 四つ木 医療法人財団健和会　四ツ木診療所 増子　 忠道

137 四つ木 明芳会　お花茶屋ロイヤルケアセンター 神田　 博司

138 四つ木 大鳥医院 大鳥 　達雄

139 四つ木 東京葛飾医療生活協同組合　篠原診療所 清水 　基規

140 新小岩 安斎クリニック 安齋　    保

141 新小岩 医療法人社団和永会　新小岩メンタルクリニック 高橋　 永輔

142 新小岩 葛飾南クリニック 上野　 克仁

143 新小岩 医療法人社団厚生会　栗原医院 栗原　 玄浩

144 新小岩 医療法人社団萌生会　ひとみクリニック 人見　    薫

145 新小岩 医療法人社団萌生会　ひとみクリニック 三橋　 裕子

146 新小岩 新小岩北口診療所 拝殿　 清名

147 新小岩 小村井医院 小村井美紀

148 新小岩 医療法人社団常磐会　渡辺昭医院 渡辺　 知明

149 新小岩 医療法人社団近良会　新小岩内科診療所 川上      訓

150 新小岩 たなかがく内科クリニック 田中　　　学

151 新小岩 福岡クリニック 福岡　 卓也

152 新小岩 徳友クリニック 佐伯　 友三

153 新小岩 飯田クリニック 飯田 　貴子

154 新小岩 医療法人社団　慶昭会　白井医院 白井 　崇生

155 新小岩 鈴木内科・糖尿病クリニック 鈴木　 一成
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