
医療機関名 〒 住所 連絡先

B-1 東和病院 毛利　昌史 先生 120-0003 足立区東和４－７－１０
電話：03-3629-8111
ＦＡＸ：03-3629-9456

B-2 医療法人社団心和会 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-3 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-4 社会福祉法人勝楽堂病院 120-0032 足立区千住柳町 ５－１
電話：03-3881-0137
ＦＡＸ：03-3870-8720

B-5 すずき病院 藤屋　哲夫 先生 120-0033 足立区千住寿町８－２ 電話：03-3881-7711

B-6 医療法人財団厚生協会 東京足立病院 久松　正美 先生 121-0064 足立区保木間５－２３－２０
電話：03-3883-6331
ＦＡＸ：03-3884-7036

B-7 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

B-8 井上病院 足立　山夫 先生 121-0813 足立区竹の塚５－１２－１１ 
電話：03-3850-5771
ＦＡＸ：03-3860-7172

B-9 医療法人社団 成仁病院 片山　成仁 先生 121-0815 足立区島根３－２－１ 電話：03-3605-4490

B-10 大内病院 大内　繁 先生 123-0841 足立区西新井５－４１－１
電話：03-3890-1306
ＦＡＸ：03-3856-0448

B-11 水野記念病院 本井　ゆみ子 先生 123-0841 足立区西新井６－３２－１０
電話：03-3898-8080
ＦＡＸ：03-3854-5320

B-12 慈英会病院 金本　和男 先生 123-0843 足立区西新井栄町２－８－６ 電話：03-3889-1111

B-13 医療法人社団八葉会 大石記念病院 大石　光枝 先生 123-0845 足立区西新井本町２－２３－１
電話：03-3898-7471
ＦＡＸ：03-5856-1601

B-14 医療法人社団 成和会 西新井病院 金　光宇 先生 123-0845 足立区西新井本町１－１２－１２
電話：03-5647-1700
ＦＡＸ：03-5647-1701

B-15 医療法人社団 医善会 いずみ記念病院 小泉　蓉子 先生 123-0853 足立区本木１－３－７
電話：03-5888-2111
ＦＡＸ：03-5888-2112

B-16 寺田病院 先生 123-0856 足立区本木西町１８－１６ 電話：03-3898-5231

B-17 博慈会記念総合病院 吉安　正行 先生 123-0864 足立区鹿浜５－１１－１
電話：03-3896-0600
ＦＡＸ：03-3899-4875

B-18 財団法人博慈会　老人病研究所附属病院 植月　康晴 様 123-0864 足立区鹿浜５－１３－７
電話：03-3899-7011
ＦＡＸ：03-3899-4860

B-19 平成扇病院 相原　賢治 様 123-0873 足立区扇３－２６－５
電話：03-3855-5500
FAX：03-3855-1200
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C-1 蒲原診療所 吉沢　敬一 先生 120-0003 足立区東和３－ ４－１５－１Ｆ
電話：03-3605-5594
ＦＡＸ：03-3605-5101

C-2 徳耀会 心療内科クリニック 山縣　博 先生 120-0004
足立区東綾瀬３－１３－１１徳耀会
ビル１Ｆ

電話：03-3605-1094
ＦＡＸ：03-3605-1094

C-3 ヒガノクリニック 日向野　春総 先生 120-0005 足立区綾瀬３－２１－１５-１０１
電話：03-5682-7100
ＦＡＸ：03-5682-7101

C-4 おくだクリニック 奥田　隆博 先生 120-0012
足立区青井２－４－１０　リバーシ
ティーⅡ１Ｆ

電話：03-5845-3512
ＦＡＸ：03-5845-3513

C-5 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-6 千住中央診療所 山本　亘 先生 120-0031 足立区千住大川町３７－２ 電話：03-3881-5378

C-7 小宮耳鼻咽喉科医院 先生 120-0034 足立区千住１－１３－１０
電話：03-3881-0981
ＦＡＸ：03-3881-2220

C-8 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-9 医療法人社団宏心会 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-10 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
ＦＡＸ：03-3885-8619

C-11 栗山医院 栗山　浩子 先生 121-0064 足立区保木間１－２－１９
電話：03-3883-5605
ＦＡＸ：03-3883-5830

C-12 医療法人社団建立会倉井内科医院 倉井　亮 先生 121-0064 足立区保木間２－３－４
電話：03-3859-7611
ＦＡＸ：03-3860-3361

C-13 保塚診療所 福田　理子 先生 121-0072 足立区保塚町１８－１５
電話：03-3858-3822
ＦＡＸ：03-3858-3837

C-14 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-15 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　山一第一ビ
ル１Ｆ

電話：03-3884-8888
ＦＡＸ：03-3884-8707

C-16 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-17 梅島うきクリニック 浮　文宏 先生 121-0816
足立区梅島１－６－３　エスペランサ
梅島２F

電話：03-3889-3401
ＦＡＸ：03-3889-3402

C-18 伊興医院 山田　冬樹 先生 121-0823 足立区伊興３－６－２２ 電話：03-3899-6011

C-19 医療法人社団あすは会 東伊興クリニック 高本　雄幸 先生 121-0823 足立区東伊興３－ ２１－３
電話：03-5691-7077
ＦＡＸ：03-5691-7076

C-20 医療法人社団 明桜会 ハラダクリニック 原田　芳明 先生 121-0824 足立区西伊興４－９－１１
電話：03-5837-1515
ＦＡＸ：03-5837-1919

C-21 医療法人福寿会 福岡クリニック 谷澤　光 先生 123-0851 足立区梅田７－１８－１１ 電話：03-5681-8130

C-22 城北診療所 須藤　秀明 先生 123-0852 足立区関原２－ ３８－２１
電話：03-3840-5474
ＦＡＸ：03-3840-5475

C-23 医療法人社団福寿会 関原クリニック 鈴木　淳也 先生 123-0852 足立区関原３－ １－１１
電話：03-5681-5381
ＦＡＸ：03-5681-5408

C-24 つのだ内科クリニック 角田　雅美 先生 123-0872 足立区江北７－１４－５
電話：03-5839-6705
ＦＡＸ：03-5839-6706

C-25 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
ＦＡＸ：03-3882-0351

C-26 芳沢医院 芳沢　隆一 先生 120-0001 足立区大谷田２－１６－１２
電話：03-3629-0344
ＦＡＸ：03-3629-0344

C-28 佐野内科クリニック 佐野　善幸 先生 120-0001 足立区千住旭町２９－７
電話：03-3882-9232
ＦＡＸ：03-3881-8380

C-29 森谷医院 森谷三穂 先生 120-0034 足立区千住4-25-10
電話：03-3888-3525
ＦＡＸ：03-3888-3525

C-30 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

C-31 金子整形外科 金子　昌夫 先生 120-0043  足立区千住宮元町1-1
電話：03-3888-5567
FAX:03-3888-5568
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