足立区『循環器』情報ネットワーク参加施設
病院施設
医療機関名

代表者名

〒

住所

連絡先

A-1 東京女子医大東医療センター

布田 伸一

先生

116-8567 荒川区西尾久２-1-10

電話：03-3810-1111

A-2 イムス葛飾ハートセンター

榊原 雅義

先生

124-0006 葛飾区堀切３-３０-１

電話：03-3694-8100

小川 剛

先生

123-0864 足立区鹿浜５-１１-１

電話：03-3899-1311

毅文

先生

120-0006 足立区谷中３-１２-１０

電話：03-3605-2811

B-3 西新井ハートセンター病院

齊藤 克己

先生

123-0845 足立区西新井本町１-１２-８

電話：03-5838-0730

B-4 東和病院

飯沼 宏之

先生

120-0003 足立区東和４-７-１０

電話：03-3629-8111

B-5 苑田第一病院

柏木 秀彦

先生

121-0813 足立区竹の塚４-１-１２

電話：03-3850-5721

B-6 苑田第二病院

大塚 雄司

先生

121-0084 足立区保木間３-３-３

電話：03-3850-5723

B-7 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

B-8 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

B-9 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

金 秀樹

先生

121-0036 足立区平野１-２-３

電話：03-5242-5800

B-11 敬仁病院

柳沼 征人

先生

123-0865 足立区新田２-１８-６

電話：03-3913-3106

B-12 寺田病院

寺田 俊明

先生

123-0856 足立区本木西町１８-１６

電話：03-3898-5231

B-14 水野記念病院

櫻井 雅紀

先生

123-0841 足立区西新井６-３２-１０

電話：03-3898-8080

B-15 井上病院・クリニック

足立 山夫

先生

121-0813 足立区竹の塚５-１１-８

電話：03-3850-5771

B-16 東京北部病院

関川 昭彦

先生

123-0872 足立区江北６-２４-６

電話：03-3854-3181

B-1 博慈会記念総合病院
B-2 綾瀬循環器病院

B-10 あさひ病院

丁

診療所施設
医療機関名

代表者名

〒

住所

連絡先

C-1 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

C-2 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 山一ﾋﾞﾙ島根-II １F

電話：03-3884-8888

C-3 綾瀬クリニック

吉田 幸子

先生

120-0015 足立区綾瀬１-２９-１３

電話：03-3603-8881

C-4 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

C-5 大谷田団地診療所

中西 弘和

先生

120-0001 足立区大谷田１-１-１ ２０９

電話：03-3629-0190

C-6 堀内医院

堀内 誠

先生

121-0813 足立区竹ノ塚１-７-９

電話：03-3884-4747

C-7 旭医院

青木 哲

先生

120-0022 足立区千住旭町９-１５

電話：03-3888-3508

C-8 梅島診療所

橋田 隆

先生

123-0851 足立区梅田７-３２-１２

電話：03-3887-0623

齊藤 貴秀

先生

123-0841 足立区西新井１-３８-１１

電話：03-5837-2577

先生

121-0831 足立区舎人２-１９-１８

電話：03-3899-1600

谷 穣

先生

121-0061 足立区花畑３-３４-６

電話：03-3884-2800

増田 勝彦

先生

120-0062 足立区南花畑５-１７-１

電話：03-3885-6837

C-14 江北診療所

木下 靖

先生

123-0842 足立区栗原３-１０-１９-１０８

電話：03-3886-6320

C-15 蒲原診療所

高 重義

先生

120-0003 足立区東和３-４-１５

電話：03-3605-5594

福本 知恵

先生

121-0061 足立区花畑７-５-１８

電話：03-3884-5121

渡辺 寧

先生

120-0013 足立区弘道１-３-２７

電話：03-3840-1551

山下 守昭

先生

120-0001 足立区大谷田３-２２-２

電話：03-3606-3311

山本 亘

先生

120-0031 足立区千住大川町３７-２

電話：03-3881-5378

C-20 東川医院

東川 泰之

先生

120-0001 足立区大谷田３-１６-１２

電話：03-3605-3688

C-21 中西医院

中西 隆

先生

123-0852 足立区関原３-４４-７

電話：03-3852-1122

C-22 松下胃腸科外科

松下 佳代

先生

123-0843 足立区西新井栄町３-１６-１７

電話：03-3886-6616

C-23 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-24 青井診療所

矢吹 晉一

先生

121-0012 足立区青井４-２９-２３

電話：03-5888-8673

倉井 亮

先生

121-0064 足立区保木間２-３-４

電話：03-3859-7611

C-26 今福医院

今福 博司

先生

121-0832 足立区古千谷２-１８-５

電話：03-3854-1029

C-27 藤井クリニック

藤井 拓朗

先生

121-0061 足立区花畑４-２６-７

電話：03-5851-0280

C-28 佐野内科クリニック

佐野 善章

先生

120-0026 足立区千住旭町２９-７

電話：03-3882-9232

C-29 久勝医院

久勝 章司

先生

120-0012 足立区弘道２-１-２

電話：03‐3889‐4713

C‐30 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-9
C-10 ルミナス内科クリニック
C-11 博慈会田園クリニック
C-12 谷医院
C-13 増田クリニック

C-16 福本医院
C-17 五反野渡辺整形外科
C-18 山下整形外科
C-19 千住中央診療所

C-25 倉井内科医院

