
マイナンバーカードの健康保険証利用 参加医療機関・薬局リスト(昭島市内) （2023年4月9日 現在）

医療機関区分 医療機関名称（カナ） 医療機関名称（漢字） 郵便番号 電話番号 住所

医科（病院） ﾌｸ)ｵﾝｼｻﾞｲﾀﾞﾝﾄｳｷﾖｳﾄﾄﾞｳﾎｳｴﾝｺﾞ 社福）恩賜財団東京都同胞援護会 昭島病院 196-0022 0425-46-3111 東京都昭島市中神町１２６０
医科（病院） ｲｼﾔ)ﾀﾞｲﾆﾁｶｲﾀｲﾖｳｺﾄﾞﾓﾋﾞﾖｳｲﾝ 医療法人社団 大日会 太陽こども病院 196-0003 0425-44-7511 東京都昭島市松原町１−２−１
医科（病院） ｲｼﾔ)ﾁﾖｳﾕｳｶｲｳｼｵﾋﾞﾖｳｲﾝ 医療法人社団 潮友会 うしお病院 196-0021 042-541-5423 東京都昭島市武蔵野２−７−１２
医科（病院） ｱｷｼﾏｿｳｺﾞﾋﾞﾖｳｲﾝ あきしま相互病院 196-0035 042-500-2077 東京都昭島市もくせいの杜２−２−１
医科（病院） ｲ)ﾄｸｼﾕｳｶｲﾄｳｷﾖｳﾆｼﾄｸｼﾕｳｶｲﾋﾞﾖｳ 医療法人 徳洲会 東京⻄徳洲会病院 196-0003 042-500-4433 東京都昭島市松原町３−１−１
医科（診療所） ｲｼﾔ)ｺｳｼﾞﾕｶｲｶﾈﾐﾂｸﾘﾆﾂｸ 医療法人社団 弘樹会 金光クリニック 196-0014 0425-45-2156 東京都昭島市⽥中町５６２−８ 昭島昭和ビル２Ｆ
医科（診療所） ｱｷｼﾏｿｳｺﾞｼﾝﾘﾖｳｼﾞﾖ 昭島相互診療所 196-0031 042-545-2712 東京都昭島市福島町９０８−１７
医科（診療所） ｲｼﾔ)ｼﾞﾖｳｼﾞﾝｶｲｲｼﾜﾀｶﾞﾝｶ 医療法人社団 丈仁会 いしわた眼科 196-0003 042-546-1153 東京都昭島市松原町４−１２−８ 慶ビル１Ｆ
医科（診療所） ｲｼﾔ)ﾊｸﾄｶｲﾊｲｼﾞﾏｾｲｹｲｹﾞｶ 医療法人社団 八九十会 拝島整形外科 196-0003 042-543-6788 東京都昭島市松原町４−１１−１１ サクラメディカルビル３０１
医科（診療所） ｲｼﾔ)ｵﾀﾞｶｲｱｷｼﾏｸﾘﾆﾂｸ 医療法人社団 織⽥会 昭島クリニック 196-0003 042-546-3387 東京都昭島市松原町２−９−１
医科（診療所） ﾏﾂﾊﾞﾗﾁﾖｳｸﾘﾆﾂｸ 松原町クリニック 196-0003 042-546-8610 東京都昭島市松原町４−２−１
医科（診療所） ｲｼﾔ)ｾｲｹｲｶｲﾏｺﾄｸﾘﾆﾂｸ 医療法人社団 誠惠会 まことクリニック 196-0003 042-546-2800 東京都昭島市松原町２−９−１ 昭島共同クリニック１Ｆ２Ｆ
医科（診療所） ｲｼﾔ)ﾀｹﾐｶｲﾌｼﾞｼﾝﾘﾖｳｼﾞﾖ 医療法人社団 武美会 富士診療所 196-0025 042-541-2263 東京都昭島市朝日町４−２−２６−１Ｆ２Ｆ
医科（診療所） ｲｼﾔ)ｲﾂﾞﾙｶｲﾅｶｶﾞﾐﾅｲｶｺｷﾕｳｷｶｸﾘﾆ 医社いづる会中神内科・呼吸器科クリニック 196-0025 042-549-2366 東京都昭島市朝日町１−６−２ ｈａｒａｍｏｃｕｐｒｕｍ２０１号２０２号
医科（診療所） ﾕｱｻｾｲｹｲｹﾞｶｲｲﾝ 湯浅整形外科医院 196-0015 042-541-1978 東京都昭島市昭和町５−２−４
医科（診療所） ｵｵｸﾎﾞﾅｲｶｸﾘﾆﾂｸ 大久保内科クリニック 196-0002 042-500-0013 東京都昭島市拝島町２−１６−１７
医科（診療所） ｲｼﾊﾗﾚﾃﾞｲｰｽｸﾘﾆﾂｸ 石原レディースクリニック 196-0015 042-545-9022 東京都昭島市昭和町３−１８−２１
医科（診療所） ｲｼﾔ)ｼﾞﾝｵｳｶｲｱｷｼﾏｴｷﾏｴｼﾞﾋﾞｲﾝｺｳ 医療法人社団 仁桜会 昭島駅前耳鼻咽喉科 196-0014 042-519-4387 東京都昭島市⽥中町５６２−８ 昭島昭和第１ビル北館１Ｆ−Ａ室
医科（診療所） ﾅｶｶﾞﾐｶﾞﾝｶｹｲｾｲｹﾞｶ 中神眼科形成外科 196-0022 042-519-6738 東京都昭島市中神町字中新畑１１８０−８
医科（診療所） ｲｼﾔ)ﾂﾙｷﾞｶｲﾜﾀﾅﾍﾞｼﾞﾋﾞｲﾝｺｳｶｲｲﾝ 医療法人社団鶴樹会わたなべ耳鼻咽喉科医院 196-0015 042-543-8288 東京都昭島市昭和町４−４−１−１・２Ｆ
医科（診療所） ｲｼﾔ)ｱﾓﾙｶｲｼﾝｸﾘﾆﾂｸ 医療法人社団 アモル会 しんクリニック 196-0022 042-519-2721 東京都昭島市中神町１１７６−１７ アーバンパレス中神１Ｆ
医科（診療所） ﾊｲｼﾞﾏﾔﾏｶﾐｸﾘﾆﾂｸ 拝島やまかみクリニック 196-0003 042-519-2650 東京都昭島市松原町４−１１−７ 拝島・⻄武ビル３０２
医科（診療所） ｸｼﾞﾗﾉﾓﾘｾｲｹｲｹﾞｶﾋﾌｶ くじらの森 整形外科・皮膚科 196-0033 042-542-1212 東京都昭島市東町５−１−４２
医科（診療所） ｴｲﾀﾞｲｲﾝ 榮⽥医院 196-0034 042-541-0218 東京都昭島市⽟川町３−１８−１４
医科（診療所） ｲｼﾔ)ｼﾞｴｲｴｽｱｲｱｷｼﾏｾｲｹｲｹﾞｶ 医療法人社団 ＪＳＩ 昭島整形外科 196-0015 042-542-2552 東京都昭島市昭和町５−１５−１１
医科（診療所） ｱｷｼﾏﾘｳﾏﾁｺｳｹﾞﾝﾋﾞﾖｳﾅｲｶ 昭島リウマチ膠原病内科 196-0024 042-546-0011 東京都昭島市宮沢町４９５−３０ １Ｆ
⻭科（診療所） ﾌｸ)ｵﾝｼｻﾞｲﾀﾞﾝｱｷｼﾏﾋﾞﾖｳｲﾝ 社福）恩賜財団東京都同胞援護会 昭島病院 196-0022 0425-46-3111 東京都昭島市中神町１２６０
⻭科（診療所） ｲｺﾏｼｶｲｲﾝ ⽣駒⻭科医院 196-0032 0425-43-1182 東京都昭島市郷地町１−６−１８
⻭科（診療所） ﾑｻｼﾉｼｶ 武蔵野⻭科 196-0012 0425-43-4843 東京都昭島市つつじが丘３−５−６
⻭科（診療所） ｾｷｼｶｸﾘﾆﾂｸ 関⻭科クリニック 196-0022 0425-44-2336 東京都昭島市中神町１１３６−１３１
⻭科（診療所） ﾌﾁﾞｼｶｸﾘﾆﾂｸ 不⼆⻭科クリニック 196-0003 042-541-1735 東京都昭島市松原町１−２−１ 太陽こども病院３階
⻭科（診療所） ｸｽﾓﾄｼｶｸﾘﾆﾂｸ 楠本⻭科クリニック 196-0033 0425-41-9131 東京都昭島市東町３−２−１３ ドウエル東町１Ｆ
⻭科（診療所） ﾏﾂﾊﾞﾗﾁﾖｳｼｶｲｲﾝ 松原町⻭科医院 196-0003 0425-46-5837 東京都昭島市松原町５−８−１７ ⻲⽥ビル２Ｆ
⻭科（診療所） ﾀｷｻﾞﾜｼｶｲｲﾝ 滝沢⻭科医院 196-0003 0425-41-8870 東京都昭島市松原町４−１１−１１ ムサシノビル２Ｆ
⻭科（診療所） ｱｲｼｶｲｲﾝ アイ⻭科医院 196-0034 0425-45-4618 東京都昭島市⽟川町４−１２−２２ 菊華ビル１Ｆ
⻭科（診療所） ｷﾖｳﾜｼｶｲｲﾝ 協和⻭科医院 196-0004 0425-42-6696 東京都昭島市緑町３−２４−１６
⻭科（診療所） ﾜﾀﾅﾍﾞｼｶｲｲﾝ わたなべ⻭科医院 196-0022 042-544-6670 東京都昭島市中神町１１３７−１２２
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⻭科（診療所） ﾐﾄﾞﾘﾁﾖｳｼｶｸﾘﾆﾂｸ 緑町⻭科クリニック 196-0004 042-549-0031 東京都昭島市緑町３−４−４
⻭科（診療所） ｲｼﾔ)ｹﾝﾕｳｶｲﾏﾂﾀﾞｼｶｲｲﾝ 医療法人社団 健結会 松⽥⻭科医院 196-0025 042-546-5586 東京都昭島市朝日町１−４−７
⻭科（診療所） ｺﾔﾅｷﾞｼｶ こやなぎ⻭科 196-0015 042-542-4182 東京都昭島市昭和町５−４−１１
⻭科（診療所） ｵｵﾆｼｼｶｲｲﾝ 大⻄⻭科医院 196-0025 042-500-0243 東京都昭島市朝日町１−６−２−１０２ ｈａｒａｍｏ
⻭科（診療所） ｼﾖｳﾜﾏﾁｼｶｲｲﾝ 昭和町⻭科医院 196-0015 042-546-1182 東京都昭島市昭和町４−１１−１９
⻭科（診療所） ﾋﾗﾀｼｶｲｲﾝ 平⽥⻭科医院 196-0034 042-541-0465 東京都昭島市⽟川町３−１−２３
⻭科（診療所） ﾂﾂｼﾞﾉｼｶｲｲﾝ つつじ野⻭科医院 196-0022 042-545-5846 東京都昭島市中神町１１６２ ⽟川ビル１Ｆ
⻭科（診療所） ｲｼﾔ)ｺﾞﾌｳｶｲﾊﾛｰｽﾏｲﾙｼｶ 医療法人社団 五風会 ハロースマイル⻭科 196-0024 042-545-4808 東京都昭島市宮沢町５００−１ イオン昭島ＳＣ２１３
⻭科（診療所） ｵｵｻﾜｼｶｲｲﾝ 大沢⻭科医院 196-0015 042-544-9763 東京都昭島市昭和町１−１４−１８
⻭科（診療所） ｱｷｼｶｲｲﾝ あき⻭科医院 196-0003 042-500-8148 東京都昭島市松原町４−１−９
⻭科（診療所） ｲｼﾔ)ﾏｻﾑﾈｶｲﾊｰﾄｼｶｸﾘﾆﾂｸﾔｵｺｰｾｲﾌ 医社）政宗会 ハート⻭科ＣＬヤオコー店 196-0001 042-519-4217 東京都昭島市美堀町１−１−１ ヤオコー⻄武⽴川駅前店２Ｆ
⻭科（診療所） ｲｼﾔ)ｺｳｼﾝｶｲﾋｶﾞｼﾅｶｶﾞﾐｴｷﾏｴｼｶ 医療法人社団 孝⼼会 東中神駅前⻭科 196-0034 042-542-6480 東京都昭島市⽟川町１−１−１２ エルビル２Ｆ
⻭科（診療所） ﾐﾏﾔｼｶｸﾘﾆﾂｸ みまや⻭科クリニック 196-0004 042-519-2671 東京都昭島市緑町２−３０−２３ フレスポタウン昭島Ａ棟２Ｆ（２−２）
⻭科（診療所） ｲｼﾔ)ｼﾞｴｲｴｽｱｲｱｷｼﾏﾃﾞﾝﾀﾙｸﾘﾆﾂｸ 医社）ＪＳＩ 昭島デンタルクリニック 196-0015 042-519-1185 東京都昭島市昭和町２−７−１１ リベルテ昭島３Ｆ
⻭科（診療所） ﾅｶｵｼｶｲｲﾝ 中尾⻭科医院 196-0034 042-543-0888 東京都昭島市⽟川町１−７ 住宅公団東中神団地３号棟１０５号
⻭科（診療所） ｲｼﾔ)ｺｳｾｷｶｲﾊｲｼﾞﾏｴｷﾏｴｵﾊﾟｰﾙｼｶｸ 医社幸石会拝島駅前オパール⻭科クリニック 196-0003 042-500-1788 東京都昭島市松原町４−１２−１９
⻭科（診療所） ｲ)ﾄｸｼﾕｳｶｲﾄｳｷﾖｳﾆｼﾄｸｼﾕｳｶｲﾋﾞﾖｳ 医療法人 徳洲会 東京⻄徳洲会病院 196-0003 042-500-4433 東京都昭島市松原町３−１−１
薬局 ｱｲｵｲﾔﾂｷﾖｸ アイオイ薬局 196-0004 0425-43-8846 東京都昭島市緑町１−２０−３５
薬局 ﾌｸｼﾏ ﾔﾂｷﾖｸ ふくしま薬局 196-0031 0425-45-6361 東京都昭島市福島町９１０−１１
薬局 ﾔﾏﾓﾄﾔﾂｷﾖｸﾎﾝﾃﾝ 山本薬局本店 196-0025 0425-41-3431 東京都昭島市朝日町１−１−１０
薬局 ｽﾐﾚﾁﾖｳｻﾞｲﾔﾂｷﾖｸ すみれ調剤薬局 196-0014 0425-45-7277 東京都昭島市⽥中町２−２８−４３ ホワイト・ウイング昭島１Ｆ
薬局 ﾀｼﾛﾔﾂｷﾖｸ ⽥代薬局 196-0025 0425-41-2208 東京都昭島市朝日町３−１−１ かどやビル１Ｆ
薬局 ｺｺｶﾗﾌｱｲﾝﾔﾂｷﾖｸｼﾖｳﾜﾃﾝ ココカラファイン薬局昭和店 196-0015 0425-42-5415 東京都昭島市昭和町５−１５−１７ スクエア昭島１Ｆ
薬局 ｼﾞﾕｳｼﾞﾄﾞｳﾔﾂｷﾖｸ 十字堂薬局 196-0034 042-541-0407 東京都昭島市⽟川町４−２−２
薬局 ﾑｻｼﾉﾔﾂｷﾖｸｱｷｼﾏﾃﾝ むさしの薬局 昭島店 196-0003 042-546-5551 東京都昭島市松原町２−９−２
薬局 ｲｿｼﾞﾝﾔﾂｷﾖｸ いそじん薬局 196-0003 042-545-9800 東京都昭島市松原町４−１１−１１ サクラメディカルビル１０３号室
薬局 ｼﾝｻﾞﾜﾔﾂｷﾖｸ シンザワ薬局 196-0014 042-545-3991 東京都昭島市⽥中町３−５ 公社住宅１７−１０８
薬局 ｳｴﾙﾊﾟｰｸﾔﾂｷﾖｸﾆｼﾀﾁｶﾜﾃﾝ ウェルパーク薬局 ⻄⽴川店 196-0033 042-549-7783 東京都昭島市東町３−５−２２
薬局 ｻﾝﾄﾞﾗﾂｸﾞｱｷｼﾏﾏﾂﾊﾞﾗﾁﾖｳﾔﾂｷﾖｸ サンドラッグ昭島松原町薬局 196-0003 042-542-5818 東京都昭島市松原町１−４−１３
薬局 ｶﾌﾞ)ｼﾔﾋｶﾞｼｷﾞﾝｻﾞﾔﾂｷﾖｸｸｼﾞﾗﾔﾂｷ 株式会社東銀座薬局くじら薬局 196-0034 042-500-1121 東京都昭島市⽟川町４−７−１５
薬局 ｻﾞﾋﾞﾂｸﾞｱｷｼﾏﾃﾝﾔﾂｷﾖｸ ザ・ビッグ昭島店薬局 196-0024 042-500-7058 東京都昭島市宮沢町５００−１
薬局 ﾅｶﾔﾔﾂｷﾖｸﾊｲｼﾞﾏｴｷﾏｴﾃﾝ なかや薬局 拝島駅前店 196-0003 042-546-1193 東京都昭島市松原町４−１２−５
薬局 ﾔﾏﾓﾄﾔﾂｷﾖｸｷﾀｸﾞﾁﾃﾝ 山本薬局 北口店 196-0022 042-544-5487 東京都昭島市中神町１１６９−１８ 石⽥ビル１Ａ
薬局 ｻﾝﾄﾞﾗﾂｸﾞｾｲﾌﾞﾀﾁｶﾜﾔﾂｷﾖｸ サンドラッグ⻄武⽴川薬局 196-0001 042-549-0803 東京都昭島市美堀町１−１−１ ヤオコー⻄武⽴川駅前店２Ｆ
薬局 ﾄﾞﾗﾂｸﾞｾｲﾑｽﾅｶｶﾞﾐｴｷｷﾀｸﾞﾁﾔﾂｷﾖｸ ドラッグセイムス中神駅北口薬局 196-0022 042-500-0807 東京都昭島市中神町１１７４−９
薬局 ﾅﾉﾊﾅﾔﾂｷﾖｸｱｷｼﾏｴｷﾏｴﾃﾝ なの花薬局 昭島駅前店 196-0014 042-542-1733 東京都昭島市⽥中町５６２−８ 昭島昭和第⼀ビル北館１Ｆ
薬局 ｻｸﾗﾔﾂｷﾖｸｱｷｼﾏﾌｸｼﾏﾃﾝ さくら薬局 昭島福島店 196-0031 042-543-3340 東京都昭島市福島町９０８−１４
薬局 ｻｸﾗﾔﾂｷﾖｸｱｷｼﾏﾅｶｶﾞﾐﾃﾝ さくら薬局 昭島中神店 196-0022 042-545-2077 東京都昭島市中神町１２６０
薬局 ｶﾌﾞﾗｷﾞﾔﾂｷﾖｸ かぶら木薬局 196-0031 042-545-3855 東京都昭島市福島町１０１４−２４
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薬局 ｱｲﾝﾔﾂｷﾖｸﾊｲｼﾞﾏﾃﾝ アイン薬局 拝島店 196-0003 042-519-7624 東京都昭島市松原町３−２−１２ イトーヨーカドー拝島店１Ｆ
薬局 ﾄﾞﾗﾂｸﾞｾｲﾑｽｱｷｼﾏｴｷﾏｴﾔﾂｷﾖｸ ドラッグセイムス 昭島駅前薬局 196-0015 042-500-0931 東京都昭島市昭和町２−３−８ ダイアパレス昭島１Ｆ
薬局 ﾏﾛﾝﾔﾂｷﾖｸｱｷｼﾏﾃﾝ マロン薬局 昭島店 196-0015 042-519-7450 東京都昭島市昭和町５−１０−１６ 森⾼ビル１Ｆ
薬局 ﾕﾗｷﾔﾂｷﾖｸｱｷｼﾏﾃﾝ ゆらき薬局 昭島店 196-0024 042-519-5425 東京都昭島市宮沢町４９５−３０
薬局 ｳｴﾙｼｱﾔﾂｷﾖｸｱｷｼﾏｱｻﾋﾁﾖｳﾃﾝ ウエルシア薬局 昭島朝日町店 196-0025 042-500-4506 東京都昭島市朝日町２−３−１９
薬局 ﾔﾂｷﾖｸｵｱｼｽ 薬局オアシス 196-0015 042-519-2131 東京都昭島市昭和町２−３−１９ ＡＫガーデン昭島１Ｆ
薬局 ﾄﾞﾗﾂｸﾞｾｲﾑｽｱｷｼﾏﾔﾂｷﾖｸ ドラッグセイムス 昭島薬局 196-0003 042-500-6701 東京都昭島市松原町２−１２−１３
薬局 ﾂﾂｼﾞｶﾞｵｶﾔﾂｷﾖｸ つつじが丘薬局 196-0012 042-546-7510 東京都昭島市つつじが丘３−５−６−１１６
薬局 ｽｽﾞﾔﾂｷﾖｸﾐﾄﾞﾘﾁﾖｳﾃﾝ すず薬局 緑町店 196-0004 042-519-7872 東京都昭島市緑町４−２５−３
薬局 ﾊｲｼﾞﾏﾁﾖｳｻﾞｲﾔﾂｷﾖｸ 拝島調剤薬局 196-0002 042-519-6518 東京都昭島市拝島町３−１−２０ クロノス拝島町Ｓｏｕｔｈ−１Ｆ−Ｂ号室
薬局 ﾁﾖｳｻﾞｲﾔﾂｷﾖｸﾋﾗｾ 調剤薬局ヒラセ 196-0015 042-545-5804 東京都昭島市昭和町４−１０−９
薬局 ｸﾘｴｲﾄﾔﾂｷﾖｸｱｷｼﾏﾓｸｾｲﾉﾓﾘﾃﾝ クリエイト薬局 昭島もくせいの杜店 196-0035 042-519-7992 東京都昭島市もくせいの杜２−６−１
薬局 ｾｲﾑｽｱｷｼﾏｴｷﾏｴ2ｺﾞｳﾔﾂｷﾖｸ セイムス昭島駅前２号薬局 196-0015 042-519-1545 東京都昭島市昭和町２ー３−１６ ＣＨＥＲＳＡＭＩＳ２ー１Ｆ
薬局 ｼﾝﾜﾔﾂｷﾖｸｱｷｼﾏﾃﾝ しんわ薬局 昭島店 196-0002 042-519-1385 東京都昭島市拝島町２−１６−１４

3 / 3 ページ


