
あ行 相生皮膚科クリニック 東京都板橋区相生町4-5桂ﾊｲﾂ101

愛誠病院 東京都板橋区加賀1-3-1

あいそ内科 東京都板橋区大山東町46-8ｴｽﾀﾃﾞｨｱﾋﾞﾙ2F

あおぞらクリニック 東京都板橋区大谷口2-68-6

赤塚幸クリニック 東京都板橋区赤塚新町1-25-10

赤塚耳鼻咽喉科 東京都板橋区赤塚2-1-2

赤星医院 東京都板橋区蓮根1-23-8

あかまつ透析クリニック 東京都板橋区相生町10-12

あけお眼科医院 東京都板橋区大山東町16-5-201

浅井歯科医院 東京都板橋区板橋1-49-13麒麟ﾋﾞﾙ201

小豆沢歯科 東京都板橋区小豆沢1-7-2

小豆沢耳鼻科クリニック 東京都板橋区小豆沢2-25-12

小豆沢病院 東京都板橋区小豆沢1-6-8

天木診療所 東京都板橋区清水町47-7

天地歯科医院 東京都板橋区蓮根3-12-29第5ﾍﾞﾙﾊｲﾂ105

アミカ訪問看護ステーションサテライト成増 東京都板橋区成増3-1-13ｳﾞｪﾙﾃﾞﾕ-ﾗ106

アライ歯科医院 東京都板橋区大谷口1-15-9

荒瀬医院 東京都板橋区赤塚1-10-8

有田医院 東京都板橋区大山東町17-9

有輪デンタルクリニック 東京都板橋区蓮根2-31-26近藤ﾋﾞﾙ2F

飯田歯科医院 東京都板橋区大山町6-9松本ﾋﾞﾙ2F

飯沼病院 東京都板橋区常盤台2-33-15

飯野眼科 東京都板橋区志村3-17-8-101

いくら歯科医院 東京都板橋区大山東町58-20北村ﾋﾞﾙ2F

池田歯科医院 東京都板橋区成増3-3-7川嶋ﾋﾞﾙ1F

石川医院 東京都板橋区常盤台1-61-3

いしかわ耳鼻咽喉科クリニック 東京都板橋区桜川2-1-11ｸﾞﾘ-ﾝﾊﾟﾚｽ石川1F

石澤内科クリニック 東京都板橋区志村2-10-9

石島歯科医院 東京都板橋区上板橋3-20-12古屋ﾋﾞﾙ2F

医新クリニック 東京都板橋区大山町23-1

磯部歯科クリニック 東京都板橋区常盤台2-3-5吉田ﾋﾞﾙ101

板橋気づき歯科クリニック 東京都板橋区板橋1-53-17

板橋区医師会病院 東京都板橋区高島平3-12-6

板橋区志村地域包括支援センター 東京都板橋区小豆沢1-12-4

板橋区徳丸地域包括支援センター 東京都板橋区徳丸3-32-28

板橋区役所前こどもクリニック 東京都板橋区板橋3-14-1ﾒﾃﾞｨｱｺﾝﾌﾟﾚｯｸｽﾋﾞﾙ1階

板橋区役所前診療所 東京都板橋区氷川町1-12ｺｽﾓ･ﾃﾞｨｴ-ｽ3F

板橋幸町クリニック 東京都板橋区幸町21-13ﾌﾟﾗｻﾞさいわい1F

板橋すばる眼科 東京都板橋区中板橋20-5-3F

板橋中央総合病院附属アイ・タワークリニック 東京都板橋区舟渡1-13-10

板橋本町皮膚・形成外科 東京都板橋区本町25-10ﾌｧﾝﾋﾞﾙ2階

いたばし三国歯科 東京都板橋区中板橋22-6-1F

板橋宮本病院 東京都板橋区宮本町51-15
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板橋リハビリ訪問看護ステーション 東京都板橋区氷川町2-11

市川歯科医院 東京都板橋区宮本町53-18

イチロー歯科 東京都板橋区常盤台3-24-13ﾎﾜｲﾄｸﾛｽ2F

いとう歯科矯正歯科クリニック 東京都板橋区徳丸2-3-1徳丸ｽｸｴｱ1F

伊藤内科小児科クリニック 東京都板橋区成増1-17-10

井上医院 東京都板橋区赤塚4-17-11

今村医院 東京都板橋区大山東町58-20北村ﾋﾞﾙ

今本クリニック 東京都板橋区常盤台1-19-13

イムス板橋リハビリテーション病院 東京都板橋区小豆沢3-11-1

イムス記念病院 東京都板橋区常盤台4-25-5

いわた医院 東京都板橋区坂下1-35-17

岩永歯科医院 東京都板橋区板橋1-14-6岩永ﾋﾞﾙ1階

うえだクリニック 東京都板橋区仲宿48-9

上田歯科医院 東京都板橋区中丸町55-3ｼﾞｭｳｴﾙ城西216

うえだ歯科クリニック 東京都板橋区上板橋3-2-1-101

上原内科医院 東京都板橋区板橋3-6-11

ウェルネス　ササキクリニック 東京都板橋区幸町47-13

魚島歯科医院 東京都板橋区常盤台3-4-10

浮間舟渡病院 東京都板橋区舟渡1-17-1

浮間舟渡ロマンヒルズ西 東京都板橋区船渡1-17-14

内田診療所 東京都板橋区高島平2-26-2-112

宇美歯科医院 東京都板橋区大谷口1-48-7

江口眼科 東京都板橋区徳丸2-6-1ｲｵﾝ板橋店4F

おうちにかえろう。病院 東京都板橋区大原町44-3

大國医院 東京都板橋区上板橋2-8-14

大久保医院 東京都板橋区常盤台4-10-5

太田眼科医院 東京都板橋区常盤台4-32-2

おおたけ歯科クリニック 東京都板橋区中台1-41-12

太田内科クリニック 東京都板橋区本町37-12

おおたに歯科医院 東京都板橋区双葉町33-20

大西歯科医院 東京都板橋区弥生町32-8白扇ﾋﾞﾙ4F

おおはし医院 東京都板橋区弥生町29-12ﾒｿﾞﾝ･ﾄﾞ･ｺﾝｾ-ﾙ1F

大橋歯科医院 東京都板橋区板橋1-44-11

大森メディカルクリニック 東京都板橋区若木1-17-17

大谷口歯科 東京都板橋区大山西町59-7

おおやまクリニック 東京都板橋区西台4-5-8ｻﾝｷｬｯｽﾙ西台1F

大山こころのクリニック 東京都板橋区大山町9-6大山EMPﾋﾞﾙ4F

おおやま耳鼻咽喉科・アレルギー科 東京都板橋区大山町9-6大山EMPﾋﾞﾙ3F

大山東方クリニック 東京都板橋区大山東町60-9

大山皮膚科医院 東京都板橋区大山町3-1

岡田歯科医院成増 東京都板橋区成増1-28-19幸真ﾋﾞﾙ2F

岡野歯科医院 東京都板橋区板橋1-12-2

岡部医院 東京都板橋区板橋3-37-1

2 ページ



板 橋 区

岡村整形外科クリニック 東京都板橋区向原3-10-19ｶ-ｻﾓﾘﾀ5 101号

緒方デンタルオフィス 東京都板橋区向原1-16-14

奥津歯科医院 東京都板橋区上板橋2-14-15

奥村整形外科 東京都板橋区上板橋2-3-10

小田島こどもクリニック 東京都板橋区東新町1-14-13

おだ整形外科クリニック 東京都板橋区大山西町14-2

落合医院 東京都板橋区大谷口2-20-6

おとしより相談センター　仲町 東京都板橋区仲町20-5仲町ふれあいｾﾝﾀ-内

おのざわ歯科クリニック 東京都板橋区常盤台4-21-2

か行 介護保険施設　紅梅園 東京都板橋区徳丸8-14-11

介護老人保健施設赤塚園 東京都板橋区赤塚新町3-33-27

介護老人保健施設浮間舟渡園 東京都板橋区舟渡1-17-1

介護老人保健施設クローバーのさとイムスケアカウピリ板橋 東京都板橋区仲町1-4

介護老人保健施設シルバーピア加賀 東京都板橋区加賀1-3-1

介護老人保健施設蓮根ひまわり苑 東京都板橋区蓮根3-25-4

介護老人保健施設プリムローズ 東京都板橋区前野町3-8-7

風見医院 東京都板橋区常盤台1-11-10

春日歯科医院 東京都板橋区桜川2-28-25ｸﾚｽﾄ･ｶｽｶﾞ2F

春日歯科医院 東京都板橋区赤塚2-16-16春日ﾋﾞﾙ2階

片岡医院 東京都板橋区常盤台3-16-11

勝又内科医院 東京都板橋区中丸町22-7

かとう歯科 東京都板橋区南町35-5庄野ﾋﾞﾙ1F

かとう内科クリニック 東京都板橋区成増2-17-6ｴｸｾﾙK.S.Y1F

金谷整形外科せぼね・骨粗しょう症クリニック 東京都板橋区志村2-10-1-1階

金子歯科医院 東京都板橋区常盤台1-2-2-5F

金子歯科医院 東京都板橋区赤塚7-10-10

金子病院 東京都板橋区南常盤台1-15-14

上板橋駅ビル歯科 東京都板橋区上板橋2-36-7上板橋南口駅ﾋﾞﾙ2F

上板橋こころの診療所 東京都板橋区常盤台4-34-2峰岸ﾋﾞﾙ2階

上板橋歯科クリニック 東京都板橋区常盤台4-36-1丸山ﾋﾞﾙ1F

上板橋診療所 東京都板橋区上板橋2-1-8

上板橋病院 東京都板橋区常盤台4-36-9

上板橋ホームケアクリニック 東京都板橋区常盤台4-29-15

かみいた南クリニック 東京都板橋区上板橋2-31-16ｻﾝｺ-ﾋﾞﾙ3F

亀井消化器内科クリニック 東京都板橋区成増1-28-15林屋ﾋﾞﾙ2F

亀田整形外科 東京都板橋区徳丸2-3-10久美ﾋﾞﾙ1F

かわだ皮フ科 東京都板橋区成増3-48-23成増医療ﾋﾞﾙ2F

神林歯科 東京都板橋区常盤台2-6-4梅屋ﾋﾞﾙ4F

北角診療所 東京都板橋区常盤台3-3-1

北原クリニック 東京都板橋区赤塚7-4-17

北村眼科医院 東京都板橋区大山東町58-20

木村歯科医院 東京都板橋区大山金井町53-2

木村整形外科 東京都板橋区三園1-47-7
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木村内科クリニック 東京都板橋区板橋4-6-1板橋ｽｶｲﾌﾟﾗｻﾞ2階

共助会医院 東京都板橋区小豆沢2-26-8

共立歯科医院 東京都板橋区大山西町56-7-101

キャップスクリニック板橋 東京都板橋区徳丸2-6-1ｲｵﾝ板橋ｼｮｯﾋﾟﾝｸﾞｾﾝﾀｰ4F

楠医院 東京都板橋区赤塚6-23-14

工藤歯科医院 東京都板橋区中丸町29-9

熊谷眼科クリニック 東京都板橋区中板橋11-11

倉科内科クリニック 東京都板橋区徳丸3-17-1-1F1A

ケアタウン成増 東京都板橋区成増4-14-18

敬愛病院 東京都板橋区向原3-10-23

敬愛病院附属クリニック 東京都板橋区向原3-10-6

健祐会訪問看護ステーション 東京都板橋区南常盤台1-7-14南ときわ台ビルB1階

こいぶち歯科医院 東京都板橋区仲宿56-16

こうじ歯科クリニック 東京都板橋区西台3-4-1

幸田整形外科医院 東京都板橋区小豆沢2-25-9

幸南クリニック 東京都板橋区幸町23-7ｺﾓﾃﾞｨｲｲﾀﾞ幸町店別館1F

河野歯科医院 東京都板橋区高島平2-33-7-117

こうのファミリーケア・クリニック 東京都板橋区志村3-20-261階

郡医院 東京都板橋区高島平3-8-6

小暮眼科 東京都板橋区成増3-10-5

小嶋歯科医院 東京都板橋区南常盤台2-5-14ﾎ-ﾌﾟ南常盤台1F

児玉歯科医院 東京都板橋区赤塚1-9-6

小林歯科医院 東京都板橋区中板橋22-11

小林歯科医院 東京都板橋区西台4-2-3ｺ-ﾖ-ﾊｲﾂ1F

小林病院 東京都板橋区成増3-10-8

小向歯科医院 東京都板橋区常盤台1-38-3ﾈｽﾄときわ台1F

こもね介護計画センター 東京都板橋区小茂根4-11-11

小茂根地域包括支援センター 東京都板橋区小茂根4-11-11

小茂根内科クリニック 東京都板橋区小茂根3-2-15

五石歯科医院 東京都板橋区向原2-35-5

GOデンタルクリニック 東京都板橋区上板橋3-2-1ときわ第一マンション101

さ行 さいしょ小児科 東京都板橋区東新町2-56-9-101

斉藤歯科クリニック 東京都板橋区成増3-31-2

佐伯医院 東京都板橋区大山町57-4KNNOTS大山1F

坂下診療所 東京都板橋区坂下1-12-20

坂本眼科医院 東京都板橋区高島平4-30-6

櫻井産婦人科 東京都板橋区中丸町15-15

桜井歯科医院 東京都板橋区高島平1-80-12北岡ﾋﾞﾙ1F

桜川ファミリークリニック 東京都板橋区桜川3-23ｺﾓﾃﾞｨｲｲﾀﾞ食彩館2階

ささき歯科クリニック 東京都板橋区南常盤台1-13-5ﾊｲﾌﾟﾚ-ｽときわ台201

佐藤クリニック 東京都板橋区高島平6-1-1

佐藤歯科医院 東京都板橋区蓮沼町1-18

さめしま皮フ科 東京都板橋区常盤台1-30-7常盤台中央ﾋﾞﾙ202
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澤眼科医院 東京都板橋区小豆沢4-8-15

サンシティ耳鼻咽喉科 東京都板橋区中台3-27-7ｻﾝｾﾞﾘｾﾞ2F-205

産婦人科病院成増産院 東京都板橋区成増1-1-1

在宅看護センター板橋 東京都板橋区志村1-32-25

在宅療養支援ステーション楓の風　高島平 東京都板橋区赤塚7-22-14ﾋﾟｭｱﾛｲﾔﾙ101

在宅クリニックはな 東京都板橋区大山東町32-16エスティメゾン板橋C6-201

シエル歯科クリニック 東京都板橋区常盤台4-26-1ｲﾄ-ﾖ-ｶﾄﾞ-3F

篠遠医院 東京都板橋区蓮沼町20-14

渋谷歯科医院 東京都板橋区氷川町11-8

清水地域包括支援センター 東京都板橋区泉町16-16

下赤塚診療所 東京都板橋区赤塚2-9-4MAISON Y.K1階

社団内田会　内田診療所 東京都板橋区高島平2-26-2-112

松月院通りクリニック 東京都板橋区赤塚5-1-4

荘病院 東京都板橋区板橋1-41-14

しらやま眼科クリニック 東京都板橋区向原3-10-18松前屋ﾋﾞﾙﾃﾞｨﾝｸﾞ2階

新板橋冲永眼科 東京都板橋区板橋4-4-4ｾﾚﾌﾞ新板橋ﾋﾞﾙ201

新板橋クリニック 東京都板橋区板橋4-4-4ｾﾚﾌﾞ新板橋ﾋﾞﾙ1F

新河岸クリニック 東京都板橋区新河岸1-3-2-101

心身障害児総合医療療育センター 東京都板橋区小茂根1-1-10

慈誠会記念病院 東京都板橋区西台3-11-3

慈誠会徳丸リハビリテーション病院 東京都板橋区徳丸2-8-20

慈誠会成増病院 東京都板橋区成増3-39-5

慈誠会前野病院 東京都板橋区前野町6-38-3

慈誠会若木原病院 東京都板橋区若木1-24-17

耳鼻咽喉科いとうクリニック 東京都板橋区成増2-26-18ｶ-ｻｴ-ﾙ1F

耳鼻咽喉科大山中丸クリニック 東京都板橋区中丸町51-10BROOKS中丸ﾋﾞﾙ1F

ＪＯＹデンタルクリニック 東京都板橋区板橋2-65-10恵和会ｻ-ﾋﾞｽｾﾝﾀ-ﾋﾞﾙ1F

助川第二歯科医院 東京都板橋区常盤台1-38-12嶋田ﾋﾞﾙ1F

鈴木医院 東京都板橋区大山町10-10

鈴木眼科医院 東京都板橋区上板橋1-25-10-201

鈴木クリニック 東京都板橋区南常盤台1-27-3

鈴木歯科医院 東京都板橋区坂下1-28-3

すずき内科 東京都板橋区蓮根3-9-11ﾗｲｵﾝｽﾞﾌﾟﾗｻﾞ西台駅前1FA号室

セーフティ歯科クリニック 東京都板橋区大谷口北町61-2

せきねクリニック 東京都板橋区蓮根2-31-12ｹﾝｴ-ﾋﾞﾙ1階

千川医院 東京都板橋区大谷口1-53-14

た行 多比良医院 東京都板橋区成増4-13-2-1階

ＴＯＷＮ訪問診療所板橋 東京都板橋区大山金井町35-2ﾎﾟﾝﾎﾟﾆｴ-ﾙ101

高木内科クリニック 東京都板橋区常盤台1-33-3

高島平歯科医院 東京都板橋区高島平1-48-3

高島平診療所堀口内科小児科 東京都板橋区高島平4-30-6

高島平団地接骨院 東京都板橋区高島平3-10-1-142

高島平中央総合病院 東京都板橋区高島平1-73-1
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高島平東口クリニック 東京都板橋区高島平8-5-10高島平MAﾋﾞﾙ3F

高島平りゅう医院 東京都板橋区高島平2-21-6

髙橋医院 東京都板橋区高島平9-17-3

高橋歯科医院 東京都板橋区南常盤台1-39-3栄太楼ビル2F

高見医院 東京都板橋区熊野町40-11

高宮接骨院 東京都板橋区板橋2-38-2

高山整形外科 東京都板橋区高島平8-14-11ﾛｲﾔﾙﾊｲﾂﾂｶｻ1F

たくみ内科 東京都板橋区四葉2-1-10四葉ﾒﾃﾞｨｶﾙﾓ-ﾙ1F

竹川病院 東京都板橋区桜川2-19-1

武田歯科診療所 東京都板橋区中板橋3-11

田﨑病院 東京都板橋区大山西町5-3

田中歯科医院 東京都板橋区小茂根4-10-2ヴｨﾗｻｶｲⅤ1F

田中歯科医院 東京都板橋区舟渡1-19-8

田辺整形外科医院 東京都板橋区成増3-2-16ﾕﾆﾍﾞ-ﾙﾋﾞﾙ1F

たにもとクリニック 東京都板橋区向原3-10-15向原ﾋﾞｭ-ﾊｲﾂ102

田幡医院 東京都板橋区徳丸3-13-9

田原胃腸科 東京都板橋区成増3-22-1

タンボ歯科医院 東京都板橋区成増2-21-2ﾀﾞｲｴｰ成増店３F

ツチヤクリニック 東京都板橋区大山町30-1山田ビル2F

土屋歯科医院 東京都板橋区前野町6-37-1

土屋歯科クリニック 東京都板橋区高島平2-28-1-109

つづきクリニック 東京都板橋区前野町4-13-13

鶴田クリニック 東京都板橋区板橋2-67-8板橋中央ﾋﾞﾙ6階

東京シティクリニック大山 東京都板橋区大山町9-6大山EMPﾋﾞﾙ2F

東京腎泌尿器センター大和病院 東京都板橋区本町36-3

東京武蔵野病院 東京都板橋区小茂根4-11-11

東武練馬クリニック 東京都板橋区徳丸3-11-2

東武練馬中央病院 東京都板橋区徳丸3-19-1

ときわ台クリニック 東京都板橋区南常盤台1-29-11

常盤台外科病院 東京都板橋区常盤台2-25-20

ときわ台はしもと小児科アレルギー科 東京都板橋区常盤台1-2-3新光常盤台ﾋﾞﾙ3F

常盤台らいおん整形外科 東京都板橋区常盤台1-44-1BELISTA常盤台1F

ときわ台レディースクリニック 東京都板橋区常盤台2-5-3ｱﾋﾞｱ-ﾄときわ台3F

特別養護老人ホーム　サニーヒル板橋 東京都板橋区大原町6-8

とくまる在宅クリニック 東京都板橋区徳丸2-3-11あしたばハウス201号

徳丸整形外科 東京都板橋区徳丸5-3-3

徳丸わらべ歯科クリニック 東京都板橋区徳丸4-11-7

徳山内科外科 東京都板橋区坂下3-12-10

等々力歯科医院 東京都板橋区高島平8-30-5

ともこ歯科クリニック 東京都板橋区高島平1-30-10ﾍﾞﾙﾒｿﾞﾝ高島平106

冨山整形外科 東京都板橋区中板橋20-5-201

トレセン前タッグ接骨院 東京都板橋区清水町60-11赤城ﾋﾞﾙ1F

な行 内藤医院 東京都板橋区坂下2-1-41川島ﾋﾞﾙ1F
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中板橋いおり歯科医院 東京都板橋区中板橋19-6ﾀﾞｲｱﾊﾟﾚｽ中板橋102

中川医院 東京都板橋区常盤台1-12-1

中小路整形リハビリクリニック 東京都板橋区坂下2-11-11蓮根ﾏﾝｼｮﾝ102

長坂歯科医院 東京都板橋区徳丸1-4-10

仲宿地域包括支援センター 東京都板橋区加賀2-1-1

長瀬クリニック 東京都板橋区徳丸2-20-12

中台医院 東京都板橋区中台1-4-7小川ﾋﾞﾙ101号

仲町おとしより相談センター 東京都板橋区仲町20-5仲町ふれあいｾﾝﾀ-内

中丸町デンタルクリニック 東京都板橋区中丸町37-3

濤岡歯科医院 東京都板橋区常盤台1-23-5

成増駅前かわい皮膚科 東京都板橋区成増2-17-13ﾋｭ-ﾘｯｸ成増2階

成増駅前内科・循環器内科クリニック 東京都板橋区成増2-14-5EH第2ﾋﾞﾙ3階D室

成増眼科医院 東京都板橋区成増2-17-30

成増クリニック 東京都板橋区成増1-27-15野口ﾋﾞﾙ1F

成増厚生病院 東京都板橋区三園1-19-1

なります耳鼻咽喉科 東京都板橋区成増3-9-9

成増地域包括支援センター 東京都板橋区成増4-14-18

成増皮膚科 東京都板橋区成増3-16-21ﾏﾉﾜ-ﾙ柳下101

成増メンタルクリニック 東京都板橋区成増3-4-16成増ﾒﾃﾞｨｶﾙﾌﾟﾗｻﾞ内

仁木医院 東京都板橋区板橋3-5-3仁木ﾋﾞﾙ1F

仁木外科整形外科 東京都板橋区高島平4-17-5

西尾医院 東京都板橋区常盤台3-26-15

西台クリニック 東京都板橋区高島平1-83-8

西台クローバー皮膚科 東京都板橋区高島平1-80-14木下ﾋﾞﾙ4階

西台診療所 東京都板橋区西台3-33-10

西台内科 東京都板橋区高島平9-7-6

人間ドック会館クリニック 東京都板橋区常盤台4-35-10

ねぎし整形外科クリニック 東京都板橋区高島平2-33-1ﾋﾟ-ｺｯｸｽﾄｱ2F

ねづクリニック 東京都板橋区東坂下2-3-6ﾒｿﾞﾝ太陽101

ねや内科クリニック 東京都板橋区徳丸5-3-22

野村医院 東京都板橋区板橋2-65-10恵和会ｻ-ﾋﾞｽｾﾝﾀ-ﾋﾞﾙ2F

野村歯科口腔外科クリニック 東京都板橋区板橋2-65-10恵和会ｻｰﾋﾞｽｾﾝﾀｰﾋﾞﾙ1F

野村循環器科内科クリニック 東京都板橋区大山東町18-4北岡ﾋﾞﾙ2階

は行 はいさい訪問看護ステーション 東京都板橋区富士見町17-13

萩原医院 東京都板橋区中板橋21-2

橋口歯科医院 東京都板橋区向原3-10-6ﾚｼﾞﾃﾞﾝｽ大畠2F

はすぬま歯科医院 東京都板橋区大原町10-16

はすぬま内科 東京都板橋区大原町6-5ｶﾘﾝﾚｼﾞﾃﾞﾝｽ1F

蓮根メディカルクリニック 東京都板橋区蓮根2-10-1

はせがわ眼科 東京都板橋区成増2-14-5-2F

はちすクリニック 東京都板橋区上板橋1-26-13

初海整形外科 東京都板橋区大山金井町55-2

服部医院 東京都板橋区常盤台1-7-17
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ハッピーロードアルファデンタルクリニック 東京都板橋区大山町26-7

花岡医院 東京都板橋区上板橋1-22-1

早川医院 東京都板橋区中丸町9-1

早川歯科医院 東京都板橋区志村3-18-5

林クリニック 東京都板橋区小茂根4-28-14

林内科医院 東京都板橋区若木2-11-18

原田歯科クリニック 東京都板橋区前野町1-11-3塚本ﾋﾞﾙ1F

原田接骨院小竹町院 東京都板橋区小竹町1-56-3

馬場歯科医院 東京都板橋区板橋3-54-5

伴歯科診療所 東京都板橋区桜川2-9-3

東野眼科医院 東京都板橋区大山町12-10

光が丘クリニック 東京都板橋区赤塚新町3-32-12光が丘ﾊﾟ-ｸﾀｳﾝ204

氷川町整形外科・皮ふ科 東京都板橋区氷川町26-1ﾍﾞ-ﾙｸﾚ-ﾙ1階101号室

疋田医院 東京都板橋区幸町6-6

日隈歯科 東京都板橋区坂下2-15-5山中ﾋﾞﾙ1F

秀クリニック 東京都板橋区赤塚新町3-5-1

ひまわり歯科 東京都板橋区大山町36-9ｽﾜﾝﾋﾞﾙ2F

氷見歯科医院 東京都板橋区成増1-4-4

平沼クリニック 東京都板橋区板橋2-16-6

平山医院 東京都板橋区中台1-46-3

平山医院 東京都板橋区上板橋2-16-5

廣内歯科大山クリニック 東京都板橋区大山町2-2ｴｽﾃ-ﾄ水谷2F

弘瀬医院 東京都板橋区板橋2-5-1

ひろせ眼科クリニック 東京都板橋区前野町2-48-3

廣瀬歯科医院 東京都板橋区大山西町13-8

福富歯科医院 東京都板橋区蓮根2-20-15ﾒｿﾞﾝとみざわ101

藤川医院 東京都板橋区常盤台4-32-6-101

藤田医院 東京都板橋区泉町23-8-1F

富士見歯科医院 東京都板橋区本町40-9ﾓﾝﾊﾟ-ﾙｵｷﾂﾓ1F

富士見病院 東京都板橋区大和町14-16

藤村接骨院 東京都板橋区中台3-2-9

双葉町クリニック 東京都板橋区双葉町12-17

舟渡病院 東京都板橋区舟渡2-19-12

古市歯科医院 東京都板橋区中台2-38-10

ふるた小児クリニック 東京都板橋区徳丸2-21-8

フルヤ眼科クリニック 東京都板橋区板橋1-22-8古谷ﾋﾞﾙ2F

平成ホームクリニック 東京都板橋区向原3-7-7ｺ-ｼｬﾊｲﾑ向原7号棟2階

訪問看護ステーションカラフル 東京都板橋区仲宿18-5PERSONS101

訪問看護ステーションつゆくさ 東京都板橋区幸町10-6

訪問看護ステーションにりんそう 東京都板橋区大山町11-4-201

訪問看護ステーションはな板橋 東京都板橋区板橋1-43-5

訪問看護ステーションはな　中台 東京都板橋区中台1-36-2上板橋ｶ-ﾈﾙﾏﾝｼｮﾝ101

訪問看護ステーションぽると 東京都板橋区仲町36-6ﾊﾟｻﾆｱﾊｲﾂ小宮101
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訪問看護ステーションルピナス 東京都板橋区上板橋2-3-5ﾒｿﾞﾝみや1F

ほしの歯科クリニック 東京都板橋区桜川3-23ｺﾓﾃﾞｨｲｲﾀﾞ2階

細川歯科医院 東京都板橋区大和町18-10田中ﾋﾞﾙ2F

堀井医院 東京都板橋区双葉町40-13

本多医院 東京都板橋区大山町18-12

ま行 まえだファミリークリニック 東京都板橋区赤塚3-9-1ﾘﾊﾞﾃｨｶｲﾄ1F

前野地域包括支援センター 東京都板橋区前野町2-30-9ｶﾚｯｼﾞｺ-ﾄ1F

前野町歯科クリニック 東京都板橋区前野町5-39-15-1F

まごごろ訪問看護リハビリステーション 東京都板橋区成増2-10-22

松下皮膚科クリニック 東京都板橋区常盤台4-35-11西川ﾋﾞﾙﾃﾞｨﾝｸﾞ1F

松本歯科医院 東京都板橋区蓮根2-31-7

松本歯科医院 東京都板橋区常盤台3-29-3

まの歯科クリニック 東京都板橋区弥生町27-13ｻﾝﾛｲﾔﾙﾊｲﾂ1F

マミ歯科 東京都板橋区赤塚3-2-14

まるやま歯科クリニック 東京都板橋区弥生町53-1

三浦内科医院 東京都板橋区前野町6-34-12ｸﾞﾚｲｽ常盤台1F

みえこ女性クリニック 東京都板橋区仲宿64-6ｺｽﾓ和光ﾋﾞﾙ2F

三上整形外科医院 東京都板橋区上板橋2-30-1

右田医院 東京都板橋区小茂根1-25-10

水口歯科医院 東京都板橋区小豆沢2-25-1

水野医院 東京都板橋区赤塚新町1-17-1

三園地域包括支援センター 東京都板橋区成増5-6-3

みなくちクリニック 東京都板橋区徳丸2-14-8

南ときわ台耳鼻咽喉科 東京都板橋区南常盤台2-14-11

宮﨑歯科医院 東京都板橋区大山町25-3大山吉岡屋ﾋﾞﾙ2F-A

宮下医院 東京都板橋区大谷口北町76-7

宮下こどもクリニック 東京都板橋区成増2-21-22

宮下内科医院 東京都板橋区徳丸6-45-6-103

宮田医院 東京都板橋区高島平8-12-9ﾒｿﾞﾝｿﾚｲﾕ1F

宮田クリニック 東京都板橋区徳丸3-1-13

三幸接骨院 東京都板橋区徳丸2-19-13-1F

ミント歯科大山 東京都板橋区大山町24-11-1F

村上歯科医院 東京都板橋区高島平5-21-5

メンタルクリニックいたばし 東京都板橋区板橋1-21-51階､2階

望月クリニック 東京都板橋区大和町41-5

望月外科医院 東京都板橋区常盤台4-8-5

望月内科クリニック 東京都板橋区相生町4-5桂ﾊｲﾂ1F

森岡歯科医院 東京都板橋区徳丸3-1-25塩野栄文堂ﾋﾞﾙ2F

もり眼科クリニック 東京都板橋区仲宿55-8藤和ｼﾃｨﾎ-ﾑｽﾞ板橋仲宿1F

や行 やごうクリニック 東京都板橋区常盤台3-24-13ﾎﾜｲﾄｸﾛｽ1F

やさしい手訪問看護かえりえ西台 東京都板橋区西台2-24-15

矢沢医院 東京都板橋区中板橋2-11

安田病院 東京都板橋区成増1-13-9
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板 橋 区

やなぎさわ歯科イオン板橋ＳＣクリニック 東京都板橋区徳丸2-6-1ｲｵﾝ板橋ｼｮｯﾋﾟﾝｸﾞｾﾝﾀ-4F

やの内科・小児科クリニック 東京都板橋区赤塚新町3-19-5

矢部歯科医院 東京都板橋区中板橋28-10

山倉医院 東京都板橋区大谷口北町51-2

山倉眼科 東京都板橋区大谷口北町51-2

山崎歯科口腔ケアクリニック 東京都板橋区大原町1-14

山櫻診療所 東京都板橋区上板橋3-15-5

やました歯科クリニック 東京都板橋区大山東町19-1FM10ﾗ･ｱｸｼｵﾝ301

山下内科消化器科 東京都板橋区成増3-8-12

山手醫院 東京都板橋区舟渡3-12-13

やまと診療所 東京都板橋区東新町1-26-14

やまねセンター歯科 東京都板橋区仲宿59-14ﾒｿﾞﾝﾄﾞﾙﾌ小松屋1F

やまねデンタルクリニック 東京都板橋区仲宿55-8藤和ｼﾃｨﾎ-ﾑｽﾞ板橋仲宿1F

山本歯科クリニック 東京都板橋区志村1-32-24-201

やもとデンタルクリニック 東京都板橋区四葉2-5-1

ゆう徳丸内科皮膚科 東京都板橋区徳丸4-10-6

ゆたか歯科クリニック 東京都板橋区上板橋2-3-14-1F

弓倉医院 東京都板橋区南常盤台1-7-12

よこた内科・消化器科 東京都板橋区成増3-48-23成増医療ﾋﾞﾙ1F

吉川第二歯科医院 東京都板橋区仲町37-2

吉永医院 東京都板橋区大谷口2-29-7

吉野歯科診療所 東京都板橋区南常盤台1-22-11

よつくら医院 東京都板橋区前野町2-3-17

よつば介護 東京都板橋区中板橋22-9堀越ﾋﾞﾙ101

四葉地域包括支援センター 東京都板橋区四葉2-21-16

よつば訪問看護ステーション 東京都板橋区中板橋22-9堀越ﾋﾞﾙ101

よりふじ医院 東京都板橋区大谷口北町27-4

ら行 ラポール歯科診療室 東京都板橋区幸町24-5

リッツ歯科・口腔クリニック 東京都板橋区徳丸3-1-6

リハビリテーションエーデルワイス病院 東京都板橋区四葉2-21-10

リハビリパーク板橋病院 東京都板橋区前野町1-21-20

リフレ歯科クリニック 東京都板橋区赤塚2-15-5ﾒｿﾞﾝﾀｶﾉ1F

LE在宅・施設　訪問看護リハビリステーション 東京都板橋区常盤台2-10-11　2階D

わ行 若木通りすこやか歯科 東京都板橋区中台1-22-9ｺｱ･ｼﾌﾞﾔ1階

和気医院 東京都板橋区赤塚2-7-12ｺｱﾋﾞﾙ1F

渡辺医院 東京都板橋区中板橋29-6

渡邉医院 東京都板橋区常盤台1-29-11

渡辺産婦人科医院 東京都板橋区高島平2-3-14

Ｗａｌｔｚクリニック 東京都板橋区成増3-3-5
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