足立区慢性腎臓病（CKD）ネットワーク参加施設
基幹病院
医療機関名

代表者名

〒

住 所

連絡先

住所

連絡先

病院施設
医療機関名

代表者名

〒

B-1 井上病院

足立 山夫 先生

121-0813

足立区竹の塚５－１２－１１

B-2 いずみ記念病院

小泉 蓉子 先生

123-0853

足立区本木１－３－７

金 光宇 先生

123-0845

足立区西新井本町１－１２－１２

B-4 東京北部病院

荒武 寿樹 先生

123-0872

足立区江北６－２４－６

B-5 博慈会記念総合病院

西邨 俊吾 先生

123-0864

足立区鹿浜５－１１－１

B-6 苑田第三病院

三戸 康義 先生

121-0807

足立区伊興本町２－５－１０

B-7 等潤病院

伊藤 雅史 先生

121-0075

足立区一ツ家４－３－４

B-8 敬仁病院

柳沼 道郎 先生

123-0865

足立区新田２－１８－６

木原 健 先生

121-0813

足立区竹の塚３－１２－１１

石川 晋介 先生

120-0023

足立区千住曙町３５－１

B-11 あだち共生病院

中原 保太郎 先生

123-0855

足立区本木南町２７－６

B-12 井上クリニック

早川 貴美子 先生

121-0813

足立区竹の塚５－１１－８

B-13 博慈会腎クリニック

大澤 弘和 先生

123-0864

足立区鹿浜５－５－１８

B-14 成和腎クリニック

米田 文男 先生

123-0845

足立区西新井本町１－２５－３５

B-16 北千住東口腎クリニック

中田 悠皓 先生

120-0026

足立区千住旭町１１－２学園通りビル1F

B-17 あやせ駅前腎クリニック

榎本 美穂 先生

120-0026

東京都足立区綾瀬３－１６－４

B-18 勝楽堂病院

芦田 光則 先生

B-3 西新井病院

B-9 勝和会病院
B-10 柳原病院

120-0032

東京都足立区千住柳町５－１

電話:03-3884-5221
FAX:03-3860-7172
電話:03-5888-2111
FAX:03-5888-2112
電話:03-5647-1700
FAX:03-5647-1701
電話:03-3854-3181
FAX:03-3896-2096
電話:03-3899-1311
FAX:03-3855-2851
電話:03-5837-5111
FAX:03-5837-5115
電話:03-3850-8711
FAX:03-3858-9339
電話:03-3913-3106
FAX:03-3913-3991
電話:03-3883-3377
FAX:03-3883-3111
電話: 03-3882-1928
FAX:03-3870-6770
電話:03-3880-2777
FAX:03-3880-3207
電話:03-3850-5771
FAX:03-3850-5822
電話:03-3856-7011
FAX:03-3856-7014
電話:03-5838-1181
FAX:03-5838-1183
電話:03-5284-5101
FAX:03-5284-5103
電話:03-5697-8281
FAX:03-5697-8282
電話:03‐388１‐0137
ＦＡＸ:03‐3870‐8720

診療所施設
医療機関名
C-1 旭医院

代表者名

住 所

〒

青木 哲 先生

120-0026

足立区千住旭町９－１５

C-2 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

C-3 栗山医院

栗山 浩子 先生

121-0064

足立区保木間１－２－１９

C-4 今福医院

今福 博司 先生

121-0832

足立区古千谷本町２－１８－５

C-5 金子整形外科

金子 昌夫 先生

120-0043

足立区千住宮元町１－１宮元ビル

C-6 竹ノ塚医院

竹内 正至 先生

121-0813

足立区竹の塚３－５－１２

121-0831

足立区舎人２－１９－１８

C-7 博慈会田園クリニック
C-8 山﨑内科クリニック

山﨑 忠男 先生

120-0034

足立区千住２－２７ フリーデンベルグ1F

C-9 島田整形外科

島田 忠彦 先生

121-0012

足立区青井５－５-１０

C-10 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

C-11 西新井病院付属成和クリニック

杉浦 立 先生 123－0845 足立区西新井本町１－１２－２３

C-12 城北診療所

須藤 秀明 先生

123-0852

足立区関原２－３８-２１

相原 博 先生

120-0012

足立区青井２－１２－１１

C-14 常楽診療所

谷口 泰之 先生

121-0075

足立区一ツ家４－５－１１

C-15 増田クリニック

増田 勝彦 先生

121-0062

足立区南花畑５－１７－１

C-16 けいあいクリニック

榊原 裕司 先生

120-0001

足立区大谷田５－１８－１２

C-17 安田医院

会田 大義 先生

121-0011

足立区中央本町３－１－２

山本 亘 先生

120-0031

足立区千住大川町３７－２

C-19 関原クリニック

鈴木 淳也 先生

123-0852

足立区関原３－１－１１

C-20 竹の塚せいわ循環器・内科クリニック

小豆畑 潔 先生

121-0813

C-21 矢野内科クリニック

矢野 雄彦 先生

123-0842

足立区栗原３－３０－８

中西 隆 先生

123-0852

足立区関原３－４４－７

都築 秀至 先生

120-0035

足立区千住寿町３－５

C-24 天沼医院

天沼 満 先生

121-0812

足立区西保木間４－５－１４－２

C-25 香川クリニック

香川 淳 先生

121-0836

足立区入谷６－１－１

浅川 義次 先生

120-0034

足立区千住３－７６

渡辺 寧 先生

120-0013

足立区弘道１－３－２７

C-28 中田医院

中田 真人 先生

123-0864

足立区鹿浜４－２２－１６

C-29 竹内医院

竹内 誼 先生

121-0816

足立区梅島２－２３－９

C-30 北足立生協診療所

渡邉 隆将 先生

121-0836

足立区入谷３－１－５

C-31 青井診療所

矢作 直也 先生

121-0012

足立区青井４－２９－２３

C-32 伊興医院

山田 冬樹 先生

121-0823

足立区伊興３－６－２２

C-33 久勝医院

久勝 章司 先生

120-0013

足立区弘道２－１－３

丁 毅文 先生

120-0006

足立区谷中３－６－９

C-35 大澤クリニック

大澤 寛行 先生

121-0011

足立区中央本町４－９－１０

C-36 鈴木医院

鈴木 荘一 先生

120-0041

足立区千住元町３－５

C-37 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

C-13 相原医院

C-18 千住中央診療所

C-22 中西医院
C-23 中居町クリニック

C-26 浅川医院
C-27 五反野渡辺整形外科

C-34 あやせ循環器クリニック

足立区竹の塚２－３２－１３

連絡先
電話:03-3888-3508
FAX:03-3888-3509
電話:03-5691-7077
FAX:03-5691-7076
電話:03-3883-5605
FAX:03-3883-5830
電話:03-3854-1029
FAX:03-3854-0633
電話:03-3888-5567
FAX:03-3888-5568
電話:03-3883-2500
FAX:03-3883-2508
電話:03-3899-1600
FAX:03-3899-7117
電話:03-3881-6565
FAX:03-3881-6793
電話:03-3840-0684
FAX:03-3840-0685
電話:03-3884－8888
FAX:03-3884-8707
電話:03-5839-8222
FAX:03-5845-8022
電話:03-3840-5474
FAX:03-3840-5475
電話:03-3886-2551
電話:03-3850-8721
FAX:03-3850-8777
電話:03-3885-6837
FAX:03-3885-8619
電話:03-5682-7232
FAX03-5682-7233
電話:03-5845-3680
FAX:03-5845-3682
電話:03-3881-5378
FAX:03-3881-5378
電話:03-5681-5381
FAX:03-5681-5408
電話:03-5831-6363
FAX:03-5831-6464
電話:03-3854-0823
FAX:03-3854-0836
電話:03-3852-1122
FAX:03-3849-0389
電話03-3881-3778:
FAX:03-3881-3245
電話:03-3883-8855
FAX:03-3885-5252
電話:03-3855-1422
FAX:03-3855-1752
電話:03-3881-2553
FAX:03-3881-2242
電話:03-3840-1551
FAX:03-3840-2201
電話:03-3899-1676
FAX:03-3899-1676
電話:03-3852-1256
FAX:03-3880-8210
電話:03-3896-9971
FAX:03-3896-9974
電話:03-5888-8673
FAX:03-5888-8667
電話:03-3899-6011
FAX:03-3899-6011
電話:03-3889-4714
FAX:03-3889-4714
電話:03-3605-2821
FAX:03-3605-2116
電話:03-3849-2995
ＦＡＸ:03-3886-8995
電話:03-3882-8193
ＦＡＸ:03-3882-0351
電話:03‐3882‐9232
ＦＡＸ:03‐3881‐8380

