
号車 医療機関名 住所 到着時刻
さるえこどもクリニック 猿江1-18-18 11:10
アクアメディカルクリニック ⻲⼾3-14-4 11:39
天神通りクリニック ⻲⼾3-46-2 キャッスルプラザ⻲⼾101 12:01
⻲⼾キッズクリニック ⻲⼾2-42-5 くらまえ三洋ビル2F 12:21
河野外科 ⻲⼾4-17-8 12:43
いよりこどもクリニック 東雲1-9-10 ｲｵﾝ東雲ｼｮｯﾋﾟﾝｸﾞｾﾝﾀｰ2F 14:42
有明こどもクリニック豊洲院 豊洲5-5-25 昭和大学豊洲寮1階 15:07
けいこ豊洲こどもクリニック 豊洲2-5-3 パークシティ豊洲コートC棟 1F 15:31
潮見駅前内科クリニック 潮見2-7-1 16:02
荒木医院 北砂2-14-17 16:32
木場小児科 東陽3-5-5 ラウクティビルディング4階 11:05
たけうちこどもクリニック 豊洲4-9-13 東京フロントコート132 11:31
江東豊洲はるそらクリニック 豊洲4-10-18 プライヴブルー東京1階 11:51
豊洲小児科醫院 豊洲5-6-29 パークホームズ豊洲ザレジデンス1F 12:13
タムスファミリークリニック豊洲 豊洲2-2-1 アーバンドックららぽーと豊洲3 4階 12:35
びやじま内科医院・大島駅前 大島5-36-7 白石ビル2階 14:39
大島耳鼻咽喉科・アレルギー科 大島5-10-10 セントラルプラザ大島4階 14:59
五の橋こどもクリニック ⻲⼾6-14-3 15:23
⻲⼾駅前クリニック ⻲⼾5-1-6 マークス⻲⼾101 15:45
スマイルクリニック⻄大島 大島1-29-4 アルテシモコルソ101 16:08
城東クリニック 扇橋3-5-7 リバーサイド奥村1階 11:06
野木村医院 森下4-9-12 11:32
渡辺こどもクリニック 森下2-20-12 フォーレドサンテ201 11:55
あおばクリニック 森下2-20-12 フォーレドサンテ2Ｆ 12:15
金櫻堂医院 富岡1-22-28 12:41
寿康会病院 北砂2-1-22 14:34
おかもとこどもクリニック 南砂2-32-5 センタービレッジ南砂2階 14:56
こどもクリニックさとう 東陽2-4-29 マルシンビル2F 15:19
城田小児科医院 門前仲町1-6-9 15:46
おかの小児科 古石場2-14-1 ウェルタワー深川202 16:09
大島小児科医院 大島8-5-2 N＆Hビル 11:08
笠井小児クリニック  大島9-5-1 コアシティ東大島103 裏口 11:32
みやたけクリニック 東砂4-23-6 11:57
東京イースト21クリニック 東陽6-3-2 イーストタワー21-2F 12:25
ビーハッピークリニック 大島7-1-18-1階 14:37
こどもみらい大島クリニック 大島6-1-4-102 14:59
なおやこどもクリニック 東砂7-19-13 ベルコモン南砂2階 15:28
東京都立東部療育センター 新砂3-3-25 15:52
たち内科小児科クリニック 北砂5-20-8 16:18
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小児・乳幼児用ファイザーワクチン配送表
●月曜日配送 2022/9/12現在
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号車 医療機関名 住所 到着時刻

小児・乳幼児用ファイザーワクチン配送表
●月曜日配送 2022/9/12現在

山之内医院 南砂6-1-9 裏口 11:02
正木医院 北砂7-1-25 11:24
小林クリニック 大島4-1-6-105 11:51
おおぞら太陽クリニック 北砂6-1-4 12:16
あかちゃんとこどものクリニック カメイドクロック ⻲⼾6-31-6 カメイドクロック4階 ドクターズスクエア 12:44
神原医院 北砂7-3-17 14:34
エリゼこどもクリニック 大島1-2-2 ｻﾞ･ｶﾞｰﾃﾞﾝﾀﾜｰｽﾞ ｻﾝｾｯﾄﾀﾜｰ102 15:03
東陽町駅前クリニック 東陽3-27-17 ⻑⾕川ビル3階 15:29
のずえ小児科 東雲1-9-11-102 16:03
東陽町はぐくみファミリークリニック 東陽4-10-8 杉船ビル6F 11:04
までのこうじクリニック 東陽3-27-32 玉河ビル2F 11:26
第二服部医院 東陽3-5-5 11:48
南砂町おだやかクリニック 新砂3-4-31 南砂町ｼｮｯﾋﾟﾝｸﾞｾﾝﾀｰSUNAMO4階 12:14
服部医院 東陽3-1-7 14:38
東龍堂鈴木医院 三好3-8-4 15:06
清澄白河こどもクリニック 三好3-1-3 15:29
東峯産科クリニック 木場6-11-3 16:06
竹内小児科医院 扇橋2-1-3 ET21ビル2F 16:31
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号車 医療機関名 住所 到着時刻
⻲⼾耳鼻咽喉科･アレルギー科 ⻲⼾5-3-2 サンタモニカ⻲⼾2階 9:41
⻲⼾中央通りクリニック ⻲⼾5-20-23-101 10:01
かめいど在宅診療所 ⻲⼾2-31-10 10:24
アクアメディカルクリニック ⻲⼾3-14-4 10:47
天神通りクリニック ⻲⼾3-46-2 キャッスルプラザ⻲⼾101 11:09
扇橋診療所 三好4-7-10 サウスフラッツ102 14:09
望月内科クリニック 高橋13-2 ヴィラロイヤル森下1F 14:33
清澄ケアクリニック 清澄3-10-16 14:56
ひろた医院 深川1-5-3-2F 15:19
たけし在宅クリニック 福住1-17-8 東亜門前仲町ビル5階 15:39
東京ネクスト南砂内科・透析クリニック 南砂2-36-10 光陽ビル2F 9:33
千石はやし内科クリニック 千石2-10-6 9:57
キノメディッククリニック豊洲 豊洲1-2-8-14 10:27
大井医院 古石場1-13-19 10:51
深川安江クリニック 深川2-14-11 11:15
東京東部サンライズクリニック 東陽3-23-11 イーストヴィレッヂエンドウ 1F 14:04
南砂メディカルクリニック 南砂2-3-19 14:27
南砂町おだやかクリニック 新砂3-4-31 南砂町ｼｮｯﾋﾟﾝｸﾞｾﾝﾀｰSUNAMO4階 14:52
ソライロ在宅クリニック 東砂3-25-3 15:18
かめいど腎臓内科クリニック ⻲⼾2-25-14 立花アネックスビル3階 15:52
東大島パークサイドクリニック 大島9-3-1-101 9:40
大島小児科医院 大島8-5-2 N＆Hビル 10:03
江東病院附属在宅診療所 大島5-7-5 ヤマキビル大島5階 10:25
こどもみらい大島クリニック 大島6-1-4-102 10:45
砂町整形外科医院 北砂5-1-27 11:13
藤﨑病院 南砂1-25-11 14:10
ビーハッピークリニック 大島7-1-18-1階 14:36
⻲⼾⽔神森クリニック ⻲⼾6-57-20 ⻲⼾東口駅前ビル2Ｆ 15:00
河野外科 ⻲⼾4-17-8 15:24
クリニックコスモス ⻲⼾6-2-3 田辺ビル5F 15:47
柳瀬クリニック 南砂7-1-25  南砂公園ガーデニア206 9:32
江東診療所 大島1-36-5 10:00
小林クリニック 大島4-1-6-105 10:22
江東豊洲はるそらクリニック 豊洲4-10-18 プライヴブルー東京1階 11:03
フジテレビ湾岸スタジオビル診療所 ⻘海2-3-23 1F 11:38
木場病院 木場5-8-7 14:15
大手町さくらクリニックｉｎ豊洲 豊洲3-2-20 豊洲フロント2階 14:42
もんなか整形外科 越中島2-14-10 15:06
たかすな内科・胃腸内科クリニック 東雲1-9-22 東雲キャナルコート内 15:33
深川ギャザリアクリニック 木場1-5-25 深川ギャザリアタワーS棟3階 16:00
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●火曜日配送 2022/9/9現在

1

2

3



号車 医療機関名 住所 到着時刻

オミクロン対応モデルナワクチン配送表
●火曜日配送 2022/9/9現在

かしわぎクリニック 東雲1-9-21 東雲ｷｬﾅﾙｺｰﾄCODAN6街区 102 9:45
東雲クリニック 東雲1-8-17 10:08
豊洲医院 豊洲4-7-1 10:32
有明かぜまち内科クリニック 有明1-4-11 ブリリアマーレ有明 1F 11:00
江東リハビリテーション病院 北砂2-15-15 14:18
永田医院 東陽3-18-4 14:45
大江⼾江東クリニック 木場6-4-16 バウムプラッツ201 15:07
中沢内科 森下4-11-5 東和第2ビル2Ｆ 15:32
東京イースト21クリニック 東陽6-3-2 イーストタワー21-2F 15:59
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号車 医療機関名 住所 到着時刻
たかすな内科・胃腸内科クリニック 東雲1-9-22 東雲キャナルコート内 9:58
ベビースマイルレディースクリニック有明 有明2-1-8 有明ガーデン4階 10:23
金櫻堂医院 富岡1-22-28 10:57
森崎医院 東陽4-10-2 AYG1階 11:24
のずえ小児科 東雲1-9-11-102 13:58
テレコムセンタービルクリニック ⻘海2-5-10 W0302 14:29
MIZENクリニック豊洲 豊洲3-2-20 豊洲フロント1F 15:08
豊洲寺沢クリニック 豊洲2-5-3 パークシティ豊洲コートC棟1階 15:30
⻄大島駅前クリニック 大島1−33−12 ⻄大島和田ビル2階 9:53
⻲⼾⽔神森クリニック ⻲⼾6-57-20 ⻲⼾東口駅前ビル2Ｆ 10:16
⻲⼾佐藤のり⼦クリニック ⻲⼾5-2-1 EX⻲⼾8F 10:39
⻲⼾内科クリニック ⻲⼾2-26-8 ⾵月堂ビル1階 10:59
吉村内科 ⻲⼾2-42-7 11:20
深川ギャザリアクリニック 木場1-5-25 深川ギャザリアタワーS棟3階 13:53
豊洲医院 豊洲4-7-1 14:17
タムスファミリークリニック豊洲 豊洲2-2-1 アーバンドックららぽーと豊洲3 4階 14:39
服部医院 東陽3-1-7 15:06
クリニック東陽町 東陽2-4-26 飯田ビル2F 15:28
江東診療所 大島1-36-5 9:53
正井診療所 海辺12-11 裏口 10:17
小林内科クリニック 扇橋2-17-5 10:39
石橋耳鼻咽喉科クリニック 猿江2-16-5 住吉メディカルモール4F 11:00
野木村医院 森下4-9-12 11:23
アリオ北砂内科 北砂2-17-1 アリオ北砂3F 13:50
あそか病院 住吉1-18-1 14:16
望月内科クリニック 高橋13-2 ヴィラロイヤル森下1F 14:40
岡田皮フ科クリニック 大島2-41-16 文洋ビル5階 15:08
木場小児科 東陽3-5-5 ラウクティビルディング4階 15:32
東陽パークサイドクリニック 東陽3-27-32 玉河ビル4F 9:49
こどもクリニックさとう 東陽2-4-29 マルシンビル2F 10:11
永代クリニック 永代2-37-22 10:41
⾠⺒中央診療所 ⾠⺒1-9-49-102 11:11
江東病院附属在宅診療所 大島5-7-5 ヤマキビル大島5階 13:53
まつもとメディカルクリニック 大島5-7-5 ヤマキビル大島8階 14:13
クリニックコスモス ⻲⼾6-2-3 田辺ビル5F 14:36
清湘会記念病院 ⻲⼾2-17-24 14:58
河野外科 ⻲⼾4-17-8 15:20

3

4
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号車 医療機関名 住所 到着時刻

オミクロン対応ファイザーワクチン配送表
●⽔曜日配送 2022/9/12現在

東大島パークサイドクリニック 大島9-3-1-101 9:55
よし耳鼻咽喉科 大島9-3-16 東大島メトロプラザ1階 10:17
さがみ外科胃腸科クリニック 大島9-5-1 コアシティ東大島106 裏口 10:38
三上整形外科医院 大島8-23-6 11:00
東京ツナクリニック 住吉2-10-12 11:29
あかねクリニック 大島7-38-15 13:54
コアシティ東大島クリニック 大島9-5-1 コアシティ東大島104 14:17
大島耳鼻咽喉科・アレルギー科 大島5-10-10 セントラルプラザ大島4階 14:41
荒木医院 北砂2-14-17 裏口 15:07
稲見内科医院 大島5-8-1 9:53
江東病院 大島6-8-5 10:14
こどもみらい大島クリニック 大島6-1-4-102 10:35
宮方クリニック 大島6-9-11 10:59
大島小児科医院 大島8-5-2 N＆Hビル 11:20
東京ネクスト南砂内科・透析クリニック 南砂2-36-10 光陽ビル2F 13:47
なおやこどもクリニック 東砂7-19-13 ベルコモン南砂2階 14:10
ビーハッピークリニック 大島7-1-18-1階 14:36
東陽町はぐくみファミリークリニック 東陽4-10-8 杉船ビル6F 15:06
杉本整形外科クリニック 東陽3-27-32 玉河ビル6F 15:27
Ｍ´ｓクリニックもんなか 富岡2-2-6 プロスペアー門前仲町202 10:23
東京ファッションタウンビルクリニック 有明3-6-11 TFTビル東館3F 10:58
しののめ内科クリニック 東雲1-9-10 ｲｵﾝ東雲ｼｮｯﾋﾟﾝｸﾞｾﾝﾀｰ2F 11:30
有明かぜまち内科クリニック 有明1-4-11 ブリリアマーレ有明 1F 11:56
有明みんなクリニック有明ガーデン院 有明2-1-7 有明ガーデン1階 14:32
フジテレビ湾岸スタジオビル診療所 ⻘海2-3-23 1F 15:00
かしわぎクリニック 東雲1-9-21 東雲ｷｬﾅﾙｺｰﾄCODAN6街区 102 15:32
浅川医院 木場6-9-8 16:02
⻲⼾駅前クリニック ⻲⼾5-1-6 マークス⻲⼾101 10:26
⻲⼾耳鼻咽喉科･アレルギー科 ⻲⼾5-3-2 サンタモニカ⻲⼾2階 10:46
⽔神クリニック ⻲⼾4-18-4 ⻲⼾メディカルビル3・4F 11:08
アクアメディカルクリニック ⻲⼾3-14-4 11:31
天神通りクリニック ⻲⼾3-46-2 キャッスルプラザ⻲⼾101 11:53
もんなか整形外科 越中島2-14-10 14:24
平和記念医院 平野2-11-5 パシフィック第二門前仲町2F 14:49
永田医院 東陽3-18-4 15:13
東陽町駅前クリニック 東陽3-27-17 ⻑⾕川ビル3階 15:34
⽔⾕皮フ科クリニック 大島1-1-5 メディカルポートクローバー橋2階 15:59
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号車 医療機関名 住所 到着時刻

オミクロン対応ファイザーワクチン配送表
●⽔曜日配送 2022/9/12現在

深川クリニック 三好2-15-10 10:26
大江⼾江東クリニック 木場6-4-16 バウムプラッツ201 10:52
神津クリニック 豊洲3-2-3 豊洲キュービックガーデン1階 11:19
さくらハートクリニック 東陽4-5-15 東陽町サンキビル3階 11:45
第二服部医院 東陽3-5-5 12:07
江東リハビリテーション病院 北砂2-15-15 14:21
東京東部サンライズクリニック 東陽3-23-11 イーストヴィレッヂエンドウ 1F 14:47
さるえこどもクリニック 猿江1-18-18 15:34
東京イースト21クリニック 東陽6-3-2 イーストタワー21-2F 15:58
⻲高医院 北砂4-6-2 10:20
オクダ在宅クリニック 北砂7-6-5 10:41
惠仁クリニック 東砂2-5-7 JMビル2Ｆ 11:04
笠井小児クリニック  大島9-5-1 コアシティ東大島103 裏口 11:29
びやじま内科医院・大島駅前 大島5-36-7 白石ビル2階 11:53
潮見駅前内科クリニック 潮見2-7-1 14:21
神原医院 北砂7-3-17 14:55
正木医院 北砂7-1-25 15:16
永岡医院 東砂6-7-5 15:32
タウンセンタークリニック 東陽2-3-16 東陽サニーハイツ116 16:02
協和メディカルクリニック 北砂2-15-40 10:21
鎌上医院 東砂4-9-2 10:46
みやたけクリニック 東砂4-23-6 11:08
赤羽根医院  東砂2-11-27 11:30
中澤医院 南砂7-4-4 11:57
柳沢ファミリークリニック 北砂5-14-3-101 14:30
北原診療所 北砂5-16-1 14:53
たち内科小児科クリニック 北砂5-20-8 15:14
おおぞら太陽クリニック 北砂6-1-4 15:38
愛和病院 東砂4-20-2 16:06
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号車 医療機関名 住所 到着時刻
キヨス医院 常盤2-11-11 9:58
あおばクリニック 森下2-20-12 フォーレドサンテ2Ｆ 10:21
渡辺こどもクリニック 森下2-20-12 フォーレドサンテ201 10:41
森下駅前クリニック 森下1-16-7 太田ビル1階 11:02
もりした耳鼻咽喉科 森下2-28-3 森下TMマンション1F 11:23
新⾕医院 森下3-3-5 13:57
清澄ケアクリニック 清澄3-10-16 14:19
扇橋診療所 三好4-7-10 サウスフラッツ102 14:43
深川耳鼻咽喉科 深川1-5-8 深川ユニハイツ2Ｆ 15:09
魚住総合クリニック 永代2-34-10 15:30
までのこうじクリニック 東陽3-27-32 玉河ビル2F 9:49
石川クリニック 東陽5-25-14 10:12
中沢内科 森下4-11-5 東和第2ビル2Ｆ 10:40
清澄内科 清澄3-6-9 11:04
ひろた医院 深川1-5-3-2F 11:27
鈴木リハビリテーション病院 枝川3-8-13 13:53
いよりこどもクリニック 東雲1-9-10 ｲｵﾝ東雲ｼｮｯﾋﾟﾝｸﾞｾﾝﾀｰ2F 14:18
豊洲ベイサイド内科外科 豊洲5-6-29 パークホームズ豊洲ザレジデンス1F 14:41
豊洲はるそらファミリークリニック 豊洲4-10-18 プライヴブルー東京1階 15:03
キノメディッククリニック豊洲 豊洲1-2-8-14 15:27
東雲クリニック 東雲1-8-17 9:56
橘クリニック 枝川1-6-20 10:21
おかもとこどもクリニック 南砂2-32-5 センタービレッジ南砂2階 10:52
幸若整形外科クリニック 南砂2-32-5 センタービレッジ南砂1階 11:12
南砂町リウマチ科整形外科 新砂3-1-9 11:36
五の橋タワークリニック 大島2-33-10 プラウドタワー⻲⼾1F 13:53
わかたけクリニック ⻲⼾9-34-1-136 14:20
⻲⼾ホームクリニック ⻲⼾2-28-3 14:45
かめいど在宅診療所 ⻲⼾2-31-10 15:05
アトレ⻲⼾アイクリニック ⻲⼾5-1-1 15:26
藤川内科･呼吸器内科クリニック 大島4-6-21 ⻄大島ビューハイツ101 9:53
小野内科診療所 大島1-33-15 小野ビル1F 10:18
五の橋こどもクリニック ⻲⼾6-14-3 10:40
しおかぜクリニック ⻲⼾6-2-3 田辺ビル4Ｆ 11:00
豊島医院 ⻲⼾8-8-8 11:24
藤﨑病院 南砂1-25-11 13:48
岩井橋クリニック 北砂1-5-20 東陽町ダイヤモンドパレス1F 14:11
本田医院 住吉2-11-1 14:37
エリゼこどもクリニック 大島1-2-2 ｻﾞ･ｶﾞｰﾃﾞﾝﾀﾜｰｽﾞ ｻﾝｾｯﾄﾀﾜｰ102 15:13
いのうえ整形外科 大島5-32-5 15:37
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葛⻄橋診療所 東砂5-3-4 9:50
鈴木医院 南砂1-9-9 10:18
みね内科･消化器科 大島1-1-5 VIP大島2FD 10:43
千石はやし内科クリニック 千石2-10-6 11:07
南砂メディカルクリニック 南砂2-3-19 11:32
順天堂東京江東高齢者医療センター 新砂3-3-20 13:50
東京都立東部療育センター 新砂3-3-25 14:10
寿康会診療所健診センタークリニック 南砂7-13-5 14:33
竹内小児科医院 扇橋2-1-3 ET21ビル2F 15:00
おかの小児科 古石場2-14-1 ウェルタワー深川202 15:24
しののめ耳鼻科クリニック 東雲1-9-16-102 10:28
東京中央卸売市場診療所 豊洲6-6-1 10:54
サンフィールドクリニック ⻘海2-4-32 タイム24ビル 1階南棟 11:24
有明パーククリニック 有明3-7-18 有明セントラルタワー2F 11:51
豊洲小児科醫院 豊洲5-6-29 パークホームズ豊洲ザレジデンス1F 14:27
有明こどもクリニック豊洲院 豊洲5-5-25 昭和大学豊洲寮1階 14:48
とよす内科クリニック 豊洲4-2-2 豊南堂ﾋﾞﾙ2階 15:10
大手町さくらクリニックｉｎ豊洲 豊洲3-2-20 豊洲フロント2階 15:31
鈴木クリニック 木場2-19-2 H・R・Hビル3階 15:56
とみおか医院 富岡1-26-20-2階 10:23
大井医院 古石場1-13-19 10:44
豊洲ベイシティクリニック 豊洲2-2-1 アーバンドックららぽーと豊洲4F 11:11
けいこ豊洲こどもクリニック 豊洲2-5-3 パークシティ豊洲コートC棟 1F 11:33
吉田まゆみ内科 古石場2-14-1 ウェルタワー深川204 11:56
深川立川病院 扇橋2-2-3 14:22
木場病院 木場5-8-7 14:46
東峯婦人クリニック 木場5-3-10 15:08
城田小児科医院 門前仲町1-6-9 15:31
小林クリニック 大島4-1-6-105 10:24
大島医院 大島4-8-14 10:47
⻲⼾中央通りクリニック ⻲⼾5-20-23-101 11:12
わらび内科・ペインクリニック  ⻲⼾3-2-13 11:36
かめいど腎臓内科クリニック ⻲⼾2-25-14 立花アネックスビル3階 11:58
かぶき内科 南砂3-8-10 14:17
スマイルクリニック⻄大島 大島1-29-4 アルテシモコルソ101 14:42
森井整形外科 千田13-13 15:06
城東クリニック 扇橋3-5-7 リバーサイド奥村1階 15:28
南塚内科医院 北砂4-24-11 15:52
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ウェルネス木場公園クリニック 平野3-2-13 ウェルネス木場公園1Ｆ 10:25
清澄白河ファミリークリニック 白河3-4-3-205 10:47
東龍堂鈴木医院 三好3-8-4 11:08
門前仲町内科クリニック 門前仲町1-6-11 トレディパーチェ3階 11:34
野崎クリニック 門前仲町2-11-8 11:57
山之内医院 南砂6-1-9 裏口 14:37
東陽町南砂みやけ内科 南砂2-32-5 センタービレッジ南砂2階 14:59
ひらの⻲⼾ひまわり診療所 ⻲⼾7-10-1 Zビル2階 15:32
日健クリニック ⻲⼾6-56-15 15:56
北砂２丁目だい整形外科 北砂2-8-5 ルナパレス1F 10:20
寿康会病院 北砂2-1-22 10:40
かおり皮ふ科クリニック 大島4-12-6 林ビル1階 11:06
東京城東病院 ⻲⼾9-13-1 11:31
サワイメディカルクリニック 北砂6-27-17 11:58
たけし在宅クリニック 福住1-17-8 東亜門前仲町ビル5階 14:30
船山内科 富岡1-13-14 リブリヴィラクリヤマⅡ1階 15:16
深川安江クリニック 深川2-14-11 15:38
ふるたに医院 清澄3-4-11 サイネックスビル2Ｆ 16:00
南砂町駅前おおさわクリニック 新砂3-3-53 アルカナール南砂2階E 10:17
南砂町おだやかクリニック 新砂3-4-31 南砂町ｼｮｯﾋﾟﾝｸﾞｾﾝﾀｰSUNAMO4階 10:40
オビ内科クリニック 潮見2-1-10 11:07
⻘木医院 千石2-8-10-1F 11:38
東陽町耳鼻咽喉科･アレルギー科 千石2-10-6 JU TOWER FRONT千石1階 11:59
小林整形外科医院 大島5-46-4 小林ビル2Ｆ 14:28
永岡クリニック 大島5-51-10-101 14:51
林内科クリニック 大島3-14-14 15:16
⻄大島駅と⻲⼾駅の間のいわぶち内科と泌尿器科のクリニック 大島3-4-3 タワーレジデンス⻄大島2F 15:41
みつ葉クリニック 東陽4−6−1三共商会ビル6階 16:10
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