
医療機関名 〒 住　所 連絡先

A-1
財団法人東京都保健医療公社
東部地域病院

前田　稔 先生 125-8512　 葛飾区亀有5-14-1
電話：03-5682-5111
FAX：03-5682-5132

A-2 医療法人財団 慈光会　堀切中央病院 門田　篤 先生 124-0006 葛飾区堀切7-4-4
電話：03-3602-3135
FAX：03-3602-8351

A-3 医療法人親和会　鳳永病院 340-0028 埼玉県草加市谷塚2-12-15　　
電話：048-924-2631
FAX：048-928-2247

A-4 東京医科歯科大学　医学部附属病院 石井 理恵   様 113-8519 文京区湯島1-5-45
電話：03-5803-4655
FAX：03-5803-0119

A-5
社会医療法人社団正志会　葛飾リハビリ
テーション病院

永島　正一 先生 125-0061 葛飾区亀有2-18-27 電話：03-6231-2020

医療機関名 〒 住所 連絡先

B-1
医療法人財団　健和会
柳原リハビリテーション病院

露木　静夫 先生 120－0022 足立区柳原1-27-5
電話：03-5813-2121
FAX ：03-5813-2122

B-2 医療法人社団　哲仁会　井口病院 山村　彰義 先生 120-0034 足立区千住2-19
電話:03-3881-2221
FAX:03-3881-2416

B-3 医療法人社団　三奉会 井上病院 足立　山夫 先生 121-0813 足立区竹ノ塚5-11-8
電話:03-3884-5771
FAX :03-3860-7172

B-4 医療法人社団　東京朝日会　あさひ病院    藤井　聡 先生 121-0076 足立区平野1-2-3
電話:03-5242-5800
FAX:03-5242-5826

B-5 医療法人社団　慈生会　等潤病院      伊藤　雅史 先生 121-0075 足立区一ツ家4-3-4
電話:03-3850-8711
FAX:03-3858-9339

B-6 医療法人社団　苑田会　苑田第三病院 三戸　康義 先生 121-0807 足立区伊興本町2-5-10
電話:03-5837-5111
FAX:03-5837-5115

B-7 特定医療法人社団　昭愛会　水野記念病院      鈴木　茂夫 先生 123-0841 足立区西新井6-32-10
電話:03-3898-8080
FAX:03-3854-5320

B-8 財団法人 博慈会　博慈会記念総合病院 星野　瑞 先生 123-0864 足立区鹿浜5-11-1
電話:03-3899-1311
FAX:03-3855-2851

B-9 医療法人社団　潤恵会　敬仁病院 大樋　信之 先生 123‐0865 足立区新田2-18-6
電話:03-3913‐3106
FAX:03-3913-3991

B-10 医療法人社団　俊和会　寺田病院 湯沢　斎 先生 123‐0856 足立区本木西町18-16
電話:03-3898‐5231
FAX:03-3854-4172

B-11 医療法人社団　医善会　いずみ記念病院 小泉　和雄　 先生 123－0853 足立区本木1-3-7
電話:03-5888-2111
FAX:03-5888-2112

B-12 医療法人社団　厚友会　足立東部病院 國枝　博之　 先生 121‐0816 足立区梅島2-35-16
電話:03-3880-1221
FAX:03-3880-1237

B-13 医療法人財団　健和会　柳原病院 石川　晋介 先生 120‐0023 足立区千住曙町35-1
電話:03-3882-1928
FAX:03-3870-6770

B-14 医療法人財団　心和会　足立共済病院 山本　学　 先生 120‐0022 足立区柳原1-36-8
電話:03-3881-6116
FAX:03-3881-7094

B-15 苑田会人工関節センター病院 杉本　和隆 先生 121-0064 足立区保木間1-21-10 電話：03-5831-1811

B-16 社会福祉法人　勝楽堂病院 芦田　光則 先生 120-0032　 足立区千住柳町5-1
電話：03-3881-0137
FAX：03-3870-8720

B-17 医療法人財団桜会　桜会病院 池畠　智裕　様 120‐0045 足立区千住桜木2‐13‐1
電話：03-3881-9211
FAX：03-3881-2774

医療機関名 〒 住　所 連絡先

C-2 阿部メディカルクリニック 阿部　聡 先生 120-0037 足立区千住河原町21-10 電話:03-5813-5511

C-3 医療法人社団昭明会　山下整形外科 山下　守昭 先生 120-0001 足立区大谷田3-22-2
電話:03-3606-3311
FAX:03-3606-1201

C-4
医療法人社団東京育明会
あやせ駅前整形外科・内科

近藤　光一 先生 120-0005 足立区綾瀬1-32-13
電話:03-3601-4171
FAX:03-3601-4172

C-5 六ツ木診療所  山下　俊樹                              先生 121-0052 足立区六木1-4-14
電話:03-3629-1661
FAX:03-3620-6170

C-6 五反野渡辺整形外科 渡辺　寧                                先生 120-0013 足立区弘道1-3-27
電話:03-3840-1551
FAX:03-3840-2201

C-7 島田整形外科 島田　忠彦 先生 121-0012 足立区青井5-5-10
電話:03-3840-0684
FAX:03-3840-0685

C-8 医療法人社団　番場整形外科医院 番場　哲司 先生 123-0851 足立区梅田7-10-2
電話:03-3880-1376
FAX:03-3886-3920

C-9 竹内医院      竹内　誼                                先生 121-0816 足立区梅島2-23-9
電話:03-3852-1256
FAX:03-3880-8211

C-10 医療法人社団　橋本整形外科クリニック 橋本　聡 先生 123-0853 足立区本木2-13-6
電話:03-3887-7346
FAX:03-3849-2121

C-11 金子整形外科内科 金子　昌夫 先生 120-0043 足立区千住宮元町1-1 電話:03-3888-5567

C-13 医療法人社団容生会　増田クリニック 増田　勝彦 先生 121-0062 足立区南花畑5-17-1
電話:03-3885-6837
FAX03-3885-8619

C-14 医療法人社団　慈正会　天沼医院      天沼　満                                先生 121-0812 足立区西保木間4-5-14-2
電話:03-3883-8855
FAX:03-3885-5252

C-16 おか整形外科内科医院 丘　真澄 先生 121-0815 足立区島根2-20-15
電話:03-3850-7333
FAX:03-3850-7333

C-17 山一ビル内科クリニック 有野　亨 先生 121-0815 足立区島根3-8-1
電話03-3884-8888
FAX:03-3884-8707
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C-18 梅田整形外科 梅田　弘 先生 120‐0003 足立区東和5-4-8
電話03-3605-1860
FAX:03-3628-3749

C-19 東伊興クリニック 高本　雄幸 先生 121-0801 足立区東伊興3-21-3
電話03-5691-7077
FAX:03-5691-7076

C-20 清水整形外科 清水　泉 先生 121-0061 足立区花畑4-25-7
電話:03-3860-8200
FAX:03-3860-9041

C-21 ほきまクリニック 栗本　沙里奈先生 121-0064 足立区保木間１－３７－２０                                            
電話:03-5831-3550
FAX:03-5831-3073

C-22 江北クリニック 朝日　良一 先生 121-0813　 足立区江北6-30-20
電話: 03-3854-3123
FAX: 03-3854-4349

C-23 中居町クリニック 都築　秀至 先生
120-0033

足立区千住寿町3-5
電話：03-3881-3778
FAX：03-3881-3245

C-24 セツルメント診療所 下山　省二 先生 120-0003　足立区東和4-20-7
電話：03-3605-7747
FAX：03-3605-0244

C-26 久勝医院 久勝　章司 先生 120-0013 足立区弘道2-1-3
電話：03-3889-4714
FAX：03-5845-3771

C-27 青井診療所 矢作　直也 先生 121-0012 足立区青井4-29-23
電話:03-5888-8673
FAX :03-5888-8667

C-28 旭医院 青木　哲 先生 120-0026 足立区千住旭町9-15 
電話:03-3888-3508
FAX :03-3888-3509

C-29 並木クリニック 並木　一信 先生 123-0864 足立区鹿浜6-15-5
電話:03-5691-1122
FAX :03-5691-1124

C-30 鈴木医院 鈴木　荘一 先生 120-0041 足立区千住元町3-5
電話:03-3882-8193

C-31 保塚診療所 日野いづみ 先生 121-0072 足立区保塚町18-15 
電話:03-3858-3822

C-32 渡辺整形外科 渡辺　熙　　先生                           120-0015　 足立区綾瀬４－４－９
電話：03-3605-2561

C-33 佐野内科クリニック 佐野　善幸 先生 120-0026　 足立区千住旭町２９－７
電話：03‐3882‐9232
ＦＡＸ：03‐3881‐8380


