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鍼灸あん摩マッサージ受領委任開始保険者一覧（東京）

全国健康保険協会
保険者番号 保険者等の名称 委任開始年月日
01130012 全国健康保険協会　東京支部 平成31年1月1日

国民健康保険組合
保険者番号 保険者等の名称 委任開始年月日
00133033 全国土木建築国民健康保険組合 平成31年4月1日
00133041 東京理容国民健康保険組合 平成31年1月1日
00133066 東京芸能人国民健康保険組合 平成31年1月1日
00133074 文芸美術国民健康保険組合 平成31年1月1日
00133090 東京料理飲食環衛業国民健康保険組合 平成31年1月1日
00133116 東京技芸国民健康保険組合 平成31年1月1日
00133132 東京食品販売国民健康保険組合 平成31年1月1日
00133140 東京美容国民健康保険組合 平成31年1月1日
00133157 東京自転車商国民健康保険組合 平成31年1月1日
00133165 東京青果卸売国民健康保険組合 平成31年1月1日
00133173 東京浴場国民健康保険組合 平成31年1月1日
00133199 東京都弁護士国民健康保険組合 平成31年1月1日
00133207 東京都薬剤師国民健康保険組合 平成31年1月1日
00133223 東京都医師国民健康保険組合 平成31年1月1日
00133231 全国左官タイル塗装業国民健康保険組合 平成31年1月1日
00133249 東京建設職能国民健康保険組合 平成31年1月1日
00133256 東京建設業国民健康保険組合 平成31年1月1日
00133264 中央建設国民健康保険組合 平成31年4月1日
00133272 東京土建国民健康保険組合 平成31年1月1日
00133280 全国板金業国民健康保険組合 平成31年1月1日
00133298 全国建設工事業国民健康保険組合 平成31年1月1日

後期高齢者広域連合
保険者番号 保険者等の名称 委任開始年月日
39130000 東京都後期高齢者医療広域連合 平成31年4月1日

市町村
保険者番号 保険者等の名称 委任開始年月日
00138016 千代田区 平成31年1月1日
00138024 中央区 平成31年1月1日
00138032 港区 平成31年4月1日
00138040 新宿区 平成31年1月1日
00138057 文京区 平成31年1月1日
00138065 台東区 平成31年1月1日
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00138073 墨田区 平成31年1月1日
00138081 江東区 平成31年1月1日
00138099 品川区 平成31年1月1日
00138107 目黒区 平成31年1月1日
00138115 大田区 平成31年1月1日
00138123 世田谷区 平成31年1月1日
00138131 渋谷区 平成31年1月1日
00138149 中野区 平成31年1月1日
00138156 杉並区 平成31年1月1日
00138164 豊島区 平成31年1月1日
00138172 北区 平成31年1月1日
00138180 荒川区 平成31年1月1日
00138198 板橋区 平成31年1月1日
00138206 練馬区 平成31年1月1日
00138214 足立区 平成31年1月1日
00138222 葛飾区 平成31年1月1日
00138230 江戸川区 平成31年1月1日
00138248 八王子市 平成31年1月1日
00138255 立川市 平成31年1月1日
00138263 武蔵野市 平成31年1月1日
00138271 三鷹市 平成31年1月1日
00138289 青梅市 平成31年1月1日
00138297 府中市 平成31年4月1日
00138305 昭島市 平成31年1月1日
00138313 調布市 平成31年1月1日
00138321 町田市 平成31年1月1日
00138339 小金井市 平成31年1月1日
00138347 小平市 平成31年1月1日
00138354 日野市 平成31年1月1日
00138362 東村山市 平成31年1月1日
00138370 国分寺市 平成31年1月1日
00138388 国立市 平成31年1月1日
00138396 西東京市 平成31年1月1日
00138412 福生市 平成31年1月1日
00138420 狛江市 平成31年1月1日
00138438 東大和市 平成31年1月1日
00138446 清瀬市 平成31年1月1日
00138453 東久留米市 平成31年1月1日
00138461 武蔵村山市 平成31年1月1日
00138479 多摩市 平成31年1月1日
00138487 稲城市 平成31年1月1日
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00138495 あきる野市 平成31年1月1日
00138503 羽村市 平成31年1月1日
00138511 瑞穂町 平成31年1月1日
00138529 日の出町 平成31年1月1日
00138545 檜原村 平成31年1月1日
00138552 奥多摩町 平成31年4月1日
00138560 大島町 平成31年1月1日
00138578 利島村 平成31年4月1日
00138586 新島村 平成31年4月1日
00138594 神津島村 平成31年1月1日
00138602 三宅村 平成31年1月1日
00138610 御蔵島村 平成31年4月1日
00138628 八丈町 平成31年1月1日
00138636 青ケ島村 平成31年1月1日
00138644 小笠原村 平成31年1月1日




