
都立駒込病院　連携医一覧【文京区】

医療機関名 診療科 住所 電話

くろだ医院 内科、外科、消化器科、内視鏡科、皮膚科､ﾘﾊ科 文京区白山5-36-9　白山麻の実ビル2Ｆ 03-5804-3211

白山レディースクリニック 婦人科、産科、女性診療科 文京区白山5-36-9　白山麻の実ビル9Ｆ 03-5689-3070

はとり内科クリニック 内科、循環器科 文京区白山5-33-3　ﾊﾟﾚ･ｸﾚｰﾙ白山１Ｆ 03-5800-2210

山内整形外科 外科、整形外科 文京区白山2-1-2 03-3813-5591

春日クリニック
総合診療科、消化器科、呼吸器科、循環器科、泌尿器科、糖・内
分泌科

文京区小石川1－12－16　TGビル２F 03-3816-5871

かすが耳鼻咽喉科 耳鼻科 文京区小石川1-13-12ＷＡＫＯＵ小石川ビル3F 03-5689-8741

中村クリニック 内科、消化器科、外科 文京区小石川3-27-6 03-3818-7677

須田整形外科クリニック 整形外科、ﾘﾊ科、内科 文京区後楽2-23-15 03-3811-0881

近藤クリニック 内科、消化器科、小児科 文京区千石4-3-16 03-3944-1820

渋谷眼科 眼科 文京区千石1-28-4 03-3944-1103

千葉医院 小児科、ｱﾚﾙｷﾞｰ科、内科、循環器内科 文京区千石1-6-16　ライズビル千石101 03-3941-1340

文京整形外科 整形外科、ﾘﾊ科、ﾘｳﾏﾁ科 文京区千石1-27-8　3Ｆ 03-5940-3123

光永クリニック 内科、小児科、消化器科 文京区千石4-4-1 03-3943-0270

白土内科 内科 文京区大塚1-5-18 03-5976-2100

八千代診療所 内科、精神、小児科 文京区白山1-5-8 03-3811-4519

加藤診療所 内科、外科 文京区本駒込2-18-2 03-3941-7522

加藤内科胃腸科クリニック 内科、消化器科、小児科、胃腸科 文京区本駒込6-1-21　コロナ社第３ビル　1Ｆ 03-5319-1470

かみやレディースクリニック 内科、産科、婦人科 文京区本駒込2-10-7　濱田ビル1Ｆ 03-5977-8811

グリーンコート内科クリニック 内科、消化器内科、循環器内科、小児科 文京区本駒込2-28-10-３Ｆ 03-5977-3820

駒込かせだクリニック 内科、脳神経内科、呼吸器科、ﾘﾊ科 文京区本駒込4-19-16　タウンハイム本駒込1号室 03-5832-5665

駒込富士クリニック ﾘﾊ科、内科、外科、整形外科 文京区本駒込3-34-10 03-5815-3405

近藤医院 内科、小児科、産婦人科 文京区本駒込5-60-6 03-3821-1804

谷口医院 内科、胃腸科、肛門科、外科、形成外科 文京区本駒込2-8-11 03-5395-7760

動坂クリニック 内科、消化器科、小児科、ﾘﾊ科 文京区本駒込4-42-4　ますやビル１階 03-3822-5605

とくなが耳鼻咽喉科 耳鼻科 文京区本駒込1-6-19-２F 03-5815-5887

いいの耳鼻咽喉科 耳鼻科 文京区千駄木3－48－6 03-3828-3387

エミング千駄木クリニック 内科、消化器内科、循環器内科、ｱﾚﾙｷﾞｰ科 文京区千駄木3-42-16-2Ｆ 03-5834-2652

動坂下泌尿器科クリニック 泌尿器科 文京区千駄木4-13-6-108 03-5834-7735

にわ医院 内科、消化器科、小児科、眼科、放射線科 文京区千駄木4-8-12 03-3824-0482

藤原クリニック 内科、呼吸器科、循環器科、心療内科 文京区千駄木3-2-7リエス千駄木１F 03-3821-3767

文京クリニック 内科、呼吸器内科、腫瘍内科、ｱﾚﾙｷﾞｰ科 文京区千駄木1-23-3　カーサリーナ千駄木２０１ 03-3823-6614

文京動坂診療所 内科、呼吸器科、循環器科、消化器科 文京区千駄木4-15-3 03-3822-9680

森谷医院 内科、小児科、糖尿病科 文京区千駄木5-43-11 03-3821-0128

吉行医院 内科 文京区千駄木2-34-10 03-3821-7994

わたなべ整形外科 整形外科、形成外科、ﾘﾊ科 文京区千駄木4-1-16グランドメゾン千駄木一番館 03-5815-5185

猪狩医院 内科、呼吸器科、外科、胃腸科 文京区根津1－16－8中村ビル2Ｆ 03-3822-4735

細部医院 泌尿器科 文京区根津1-1-15 03-3822-6858

谷根千クリニック 内科、外科、消化器内科 文京区根津2-33-14　ヴィラージュ藍染１F 03-3827-2731

熊谷眼科 眼科 文京区本郷5-25-15　林ビル２Ｆ 03-3811-1504

本郷整形外科 整形外科、ﾘﾊ科 文京区本郷3-32-7東京ビル２Ｆ 03-3814-8558

本郷内科クリニック 内科、消化器科 文京区本郷4-24-7 03-5684-1009



都立駒込病院　連携医一覧【荒川区】

医療機関名 診療科 住所 電話

小沼医院 内科、消化器科、小児科 荒川区町屋6-19-15 03-3895-6603

車庫前こころのクリニック 精神科 荒川区西尾久7-50-6三博ﾋﾞﾙ1F 03-5855-0303

高橋医院
内科、外科、整形外科、耳鼻科、眼科、皮膚科、歯科、消化器内
科

荒川区町屋3-2-10 03-3810-5665

堀メディカルクリニック 乳腺科 荒川区町屋1-1-9　メディカルセンターMedium町屋2Ｆ 03-3895-5400

町屋駅前クリニック 透析 荒川区町屋2-2-15 03-5855-3355

赤池医院 内科、小児科 荒川区荒川2－6－1 03-3803-4161

荒川整形外科リハビリテーションクリニック 整形外科、ﾘﾊ科 荒川区荒川1-17-14 03-3807-1600

金子医院 内科、小児科 荒川区南千住6-47-11 03-3891-2945

しらひげ西クリニック 内科 荒川区南千住8-3-2-101 03-3801-6676

土屋クリニック 内科、消化器科 荒川区南千住7-12-15 03-3806-9029

南千住つのだ医院 内科、循環器科、小児科 荒川区南千住6-65-12 03-3802-0023

うえだ眼科クリニック 眼科 荒川区西尾久1-12-5　ロジュマン西尾久101 03-5692-3100

小島医院 内科 荒川区西尾久2-35-1 03-3893-7355

古賀整形外科 整形外科、ﾘﾊ科 荒川区東尾久3-30-4 03-3892-8814

小原医院 内科、小児科 荒川区東尾久6-8-5 03-3895-8341

いしかわ日暮里クリニック 内科、放射線科、乳腺科、甲状腺外科 荒川区西日暮里2−26−9　STビル1F 03-5850-5071

西日暮里眼科 眼科 荒川区西日暮里1-18-2 03-5850-2800

ひろせ内科外科クリニック 循環器科、外科、内科 荒川区西日暮里5-27-2　グリーンリーフオオツカ２階 03-3803-6260

眼科アリモト 眼科 荒川区東日暮里5-51-7大進ビル3Ｆ 03-3806-3720

くれ内科医院 内科、消化器内科、循環器内科 荒川区東日暮里3-42-8　１Ｆ 03-5811-7575

春田内科医院 内科、循環器科、小児科 荒川区東日暮里6-50-14 03-3891-1062

ひぐらし整形外科内科 整形外科、内科、ﾘﾊ科 荒川区東日暮里5-34-1　ＯＡＫビル4Ｆ 03-5604-1236

やたがいクリニック 内科、呼吸器科、循環器科、消化器科 荒川区東日暮里4-20-6 03-5850-6166



都立駒込病院　連携医一覧【北区】

医療機関名 診療科 住所 電話

杉田眼科クリニック 眼科 北区王子1-22-5-201 03-3912-0020

梶原診療所
内科、呼吸器科、循環器科、消化器科、小児科、外科、放射線
科、ﾘﾊ科、ｱﾚﾙｷﾞｰ科

北区堀船3-29-9 03-3911-5171

高杉医院 内科、呼吸器科、循環器科、消化器科、小児科、糖尿病科 北区田端新町1-21-7 03-3800-7000

岩瀬クリニック 産婦人科、内科、小児科、皮膚科 北区東田端1-14-1　田端クリニックモールビル4F 03-3809-6555

田端放射線科クリニック 内科、放射線科・診断 北区東田端2-10-4　ベルク田端1Ｆ　Ｂ1 03-3893-8787

小出医院 内科、小児科 北区田端3-4-7 03-3821-1668

鈴木医院 内科、小児科、外科、皮膚科 北区田端1-10-5 03-3821-0765

鶴井内科 内科 北区田端4-6-3 03-3821-2726

福与眼科医院 眼科 北区田端1-13-10-202 03-5815-2341

水野医院 内科、循環器科、小児科 北区田端6-3-20 03-3821-3305

山積耳鼻咽喉科 耳鼻科 北区田端4-3-2-201 03-3827-3387

（医）爽健会中田医院 内科、消化器科、外科、肛門科 北区中里2-20-15-202 03-3940-0504

さくらクリニック 泌尿器科、内科 北区岸町1-3-1-3Ｆ 03-3908-0001

おおつき整形外科リウマチ科 整形外科、ﾘｳﾏﾁ科 北区西ケ原１-50-1　メディウェルタウン１階 03-5961-3022

おぎはら内科クリニック 内科、消化器科、他 北区西ケ原1-50-1　エムエー駒込２階 03-5961-6200

原クリニック 内科、外科、整形外科 北区上十条5-9-3 03-3908-6277

碓井医院 内科、循環器科、消化器科、小児科、胃腸科 北区志茂2-64-7 03-3902-6201

おりはた乳腺科胃腸パラスクリニック 乳腺科、内科、胃腸科 北区赤羽2-13-3-３F 03-3902-3123

すずきクリニック 内科、循環器科、外科、整形外科、胃腸科、脳神経内科 北区赤羽2-69-4　クリニックプラザ21　１Ｆ 03-3598-3310

赤羽整形リウマチクリニック 整形外科、ﾘｳﾏﾁ科、ﾘﾊ科 北区赤羽西1－17－8 03-3900-0131

共和堂医院 内科、消化器科 北区東十条2-5-1 03-3911-0665



都立駒込病院　連携医一覧【豊島区】

医療機関名 診療科 住所 電話

及川医院 内科、内視鏡科 豊島区巣鴨1－40－5 03-3945-9270

小林内科クリニック 内科、消化器科、小児科、皮膚科、胃腸科 豊島区巣鴨1-4-1 03-5977-8070

司生堂クリニック 内科、漢方内科、ｱﾚﾙｷﾞｰ科 豊島区巣鴨3-33-3-２F 03-3910-8181

巣鴨駅前胃腸内科クリニック 胃腸科、内科、内視鏡科、消化器内科 豊島区巣鴨1-18-11-4Ｆ 03-5940-3833

駒一クリニック 内科、外科、小児科、泌尿器科、皮膚科 豊島区駒込1-4-1-101 03-5977-8701

みやけ医院 呼吸器科、内科、小児科科 豊島区駒込4-2-17 03-6903-7211

東京透析フロンティア池袋駅北口クリニック 腎臓内科、透析 豊島区池袋2-63-4 03-6320-4116

矢部クリニック 内科、外科 豊島区池袋2-24-2 03-3982-3191

千川篠田整形外科 整形外科 豊島区要町3-13-8 03-3959-4114

都立駒込病院　連携医一覧【足立区】

医療機関名 診療科 住所 電話

セツルメント診療所
一般内科、神経内科、循環器科、呼吸器科、消化器科、胃・大腸
内視鏡科、一般外科、甲状腺外科、乳腺外科

足立区東和4-20-7 03-3605-7747

菅田眼科 眼科 足立区千住2-6 03-3881-2641

山路医院 膠原病科、ﾘｳﾏﾁ科 足立区千住3-69 03-3881-0956

久光クリニック 在宅、内科、呼吸器科、循環器科、消化器科 足立区六町2-6-24 03-5831-0502

井上クリニック
内科、呼吸器科、循環器科、消化器科、小児科、外科、整形外科、皮
膚科、泌尿器科、放射線科、ﾘﾊ科、ﾘｳﾏﾁ科、胃腸科、神経科、血管外
科、乳腺科

足立区竹の塚5－11－8 03-3850-5771

井上病院
内科、呼吸器内科、循環器内科、消化器内科、小児科、外科、整形外
科、皮膚科、泌尿器科、放射線科、ﾘﾊ科、ﾘｳﾏﾁ科、神経内科、乳腺科

足立区竹の塚5－12－11 03-3884-5221

大塚ブレストケアクリニック 乳腺・内分泌外科 足立区竹の塚5-7-3　JOYぷらざビル2Ｆ 03-5242-6200

西新井大腸肛門科 内科、外科、胃腸科、大腸・肛門科 足立区島根3-7-13 03-3883-2020

原眼科 眼科 足立区梅島3-4-34-１０2 03-3887-1555

矢野内科クリニック 内科、小児科、胃腸科、放射線科 足立区栗原3-30-8 03-3854-0823

鬼塚内科医院 内科 足立区本木南町21-11 03-3852-3901

いりえクリニック 内科、消化器科、小児科、眼科 足立区加賀1－18－18 03-6803-1818

都立駒込病院　連携医一覧【その他地域】

医療機関名 診療科 住所 電話

ＡＩＣ八重洲クリニック 内科、循環器科、乳腺科、耳鼻科、放射線科 中央区日本橋2－1－18 03-6202-3370

谷中クリニック 内科、小児科、外科、肛門、胃腸科 台東区谷中3-13-10 03-3823-1261

医療法人社団ささき眼科 眼科 台東区雷門1-7-5-102 03-3842-7110

東京トータルライフクリニック 内科、呼吸器科、消化器科、漢方、ｱﾚﾙｷﾞｰ科、老年、禁煙 台東区雷門2-6-3　ユニカ雷門ビル２F 03-5806-9871

きたづめクリニック 内科、循環器科、内視鏡科 墨田区太平3-10-6 03-5819-1221

水神クリニック
内科、循環器科、消化器科、小児科、皮膚科、放射線科、ﾘﾊ科、
胃腸科

江東区亀戸4-18-4　亀戸メディカルビル3F 03-3636-2221

柳沢クリニック 内科 新宿区片町2-3　菱和ビル３Ｆ 03-5368-1303

新宿健診プラザ 人間ドック、生活習慣病予防検診、法定健診、婦人科健診等 新宿区歌舞伎町２－３－１８ 03‐3207-1111

屠内科クリニック 内科、消化器科、小児科、漢方（保険適用） 杉並区高井戸西2-9-7 03-6662-6614

診療所　杉並健診プラザ 各種健診 杉並区高井戸東２－３－１４ 03‐3331‐2251

木下整形・形成外科 整形外科、形成外科、ﾘﾊ科 板橋区蓮根3-14-8 03-5970-1222

練馬駅前内視鏡・乳腺科クリニック 乳腺外科、内科、内視鏡内科 練馬区練馬1-4-1-９F 03-5912-1230

川満外科 一般外科、一般内科、整形外科、肛門科 練馬区東大泉6-34-46 03-3922-2912

かねこ内科リウマチ科クリニック 内科、ﾘｳﾏﾁ科、呼吸器科、ｱﾚﾙｷﾞｰ科 川口市西新井宿305 048-284-1155


