
大塚病院連携医療機関【文京区】

医療機関名 医師名 所在地 最寄駅 電話 標榜科

相田医院 相田　尚文 本郷2-39-13
東京メトロ丸ノ内線
本郷三丁目駅

3811-4859 内科

いいの耳鼻咽喉科 飯野 孝 千駄木3-48-6
ＪＲ山手線　西日暮里
駅

3828-3387 耳鼻咽喉科　アレルギー科

猪狩医院 山道　博 根津1-16-8-201
東京メトロ千代田線
根津駅

3822-4735 内科　呼吸器科　胃腸科　外科

石原医院 藤原　陽子 小日向1-6-6
東京メトロ有楽町線
江戸川橋駅

3941-8526 内科　小児科

一宮クリニック 一宮 和夫 本郷2-27-8　太陽館ビル１F
東京メトロ丸ノ内線
本郷三丁目駅

3818-5321 産婦人科　内科

上田医院 上田　浩 音羽1-20-15
東京メトロ有楽町線
護国寺駅

3943-0268 循環器科　内科　呼吸器科

うすだクリニック 薄田 康広 本郷4-36-5　ネオパリエ１F
東京メトロ丸ノ内線
本郷三丁目駅

5840-8250 内科

江戸川橋クリニック　耳鼻咽
喉科

中原　はるか 関口1-19-6 弥助ビル4Ｆ
東京メトロ有楽町線
江戸川橋駅

3235-3387 耳鼻咽喉科

Ｎ2クリニック ホテル椿山荘東京
院

野村　紘史
関口2-10-8 ﾎﾃﾙ椿山荘東京ﾎﾃﾙ
棟3階

東京メトロ有楽町線
江戸川橋駅

3943-0022
形成外科　美容整形　整形外科　腫瘍
内科

エミング千駄木クリニック 池川 和哉 千駄木3-42-16-2階A ＪＲ山手線　日暮里駅 5834-2652
内科　消化器内科　循環器内科　アレ
ルギー科

大塚診療所 大塚 宜一 湯島3-31-6
東京メトロ千代田線
湯島駅

3831-2294 小児科　内科　アレルギー科

岡皮フ科クリニック 岡　恵子 大塚3-5-1茗荷谷クリアビル2階
東京メトロ丸ノ内線
茗荷谷駅

6912-0213 皮膚科

音羽耳鼻咽喉科医院 豊田　安治 音羽1-20-2
東京メトロ有楽町線
護国寺駅

3947-4338 耳鼻咽喉科

神楽坂ホームケアクリニック 久保　雄一 関口1-13-14-2F/3F
東京メトロ有楽町線
江戸川橋駅

5227-7878（在宅）5579-2331（外来）内科　小児科　泌尿器科

加藤内科胃腸科クリニック 加藤　裕昭 本駒込6-1-21コロナ社第3ビル1F 都営三田線　千石駅 5319-1470 内科　胃腸内科　消化器内科　小児科

かみやレディースクリニック 紙谷 節夫 本駒込2-10-7　　濱田ビル１F 都営三田線　千石駅 5977-8811 産婦人科　内科

熊谷眼科 熊谷　みどり　 本郷5-25-15　林ビル２F
東京メトロ丸ノ内線
本郷三丁目駅

3811-1504 眼科

グリーンコート内科クリニック 松田 春甫
本駒込2-28-10文京グリーンコート
イーストウィング3Ｆ

ＪＲ山手線　駒込駅 5977-3820 内科

下司婦人科クリニック 下司 有美 根津2-14-11 T-ツウィンズビル４F
東京メトロ千代田線
根津駅

5832-4122 産婦人科　内科

源一クリニック 田中 源一 本駒込4-38-3　パストラル動坂201 ＪＲ山手線　田端駅 5685-3161 呼吸器アレルギー科　皮膚科

小石川東京病院 小田　英男 大塚4-45-16
東京メトロ丸ノ内線
新大塚駅

6912-2039 心療内科　精神科

小石川医院 浅野　芳雄 春日2-10-18
東京メトロ丸ノ内線
茗荷谷駅

3816-3151 内科　皮膚科　小児科

小石川柳町クリニック 近藤　千里 小石川1-13-9 ｸﾘｵ文京小石川103 都営三田線　春日駅 5805-3749
小児科　内科　アレルギー科　循環器
小児科　呼吸器内科

後楽園駅前診療所 鎌田　敏郎
小石川2-6-5　小石川二丁目ビル
1F

東京メトロ丸ノ内線
後楽園駅

6801-8191 内科　小児科　泌尿器科

コーラルクリニック 佐々木　久里
本郷4-1-7 近江屋第二ﾋﾞﾙ３階301
号室

東京メトロ丸ノ内線
本郷三丁目駅

5944-3133 形成外科　一般内科　神経内科

コパーズ・茗荷谷クリニック 松浦　本 小日向4-7-20
東京メトロ丸ノ内線
茗荷谷駅

5976-2207
内科　外科　皮膚科　肛門科　消化器
外科　ﾘﾊﾋﾞﾘﾃｰｼｮﾝ科　麻酔科

小林医院 小林　研一 小石川4-17-1
東京メトロ丸ノ内線
茗荷谷駅

3811-4630 内科　小児科　整形外科

小林クリニック 畑　佳納子 小石川3-16-19
東京メトロ丸ノ内線
後楽園駅

5689-2025 内科　皮膚科

こひなたクリニック 池嶋　文子 小日向4-6-22アセント茗荷谷８階
東京メトロ丸ノ内線
茗荷谷駅

5395-5072 皮膚科
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駒込富士クリニック 秋庭 保夫 本駒込3-34-10
東京メトロ南北線　本
駒込駅

5815-3405
内科　外科　整形外科　リハビリテーション
科

近藤医院 近藤 秀弥 本駒込5-60-6 ＪＲ山手線　駒込駅 3821-1804 産婦人科　内科　小児科

斉藤整形外科 齋藤　勝之 大塚3-7-15
東京メトロ丸ノ内線
茗荷谷駅

3941-8052 整形外科

坂口医院 坂口　正巳 本郷4-9-22
東京メトロ丸ノ内線
本郷三丁目駅

3811-1560 内科　消化器内科　肝臓内科

桜皮膚科 三谷 弘子 本郷3-32-7　ＭＳＫビル２Ｆ
東京メトロ丸ノ内線
本郷三丁目駅

5684-1431 皮膚科

慈愛病院 吉田 勝俊 本郷6-12-5 都営三田線　春日駅 3812-7360
内科　消化器内科　内視鏡内科　乳腺
内科　外科　肛門外科　皮膚科

渋谷眼科 渋谷潔 千石1-28-4　エムズビル1Ｆ 都営三田線　千石駅 3944-1103 眼科

杉山クリニック 杉山　弘行 千石2-13-13
東京メトロ丸ノ内線
茗荷谷駅

3944-5933 内科　神経内科　脳神経内科　皮膚科

すずき医院 鈴木　裕二 
目白台1-23-7　グリーンヒルズ目
白台101

東京メトロ有楽町線
護国寺駅

3941-1590 内科　小児科　麻酔科

誠ウィメンズクリニック 鄭　智誠 関口1-18-6-2F
東京メトロ有楽町線
江戸川橋駅

3513-0355 婦人科　産科

清家クリニック 清家 正弘 湯島3-38-13　坂東ビル２階
東京メトロ千代田線
湯島駅

3831-2438
内科　小児科　消化器内科（内視鏡）
循環器内科

セツルメント菊坂診療所 伊藤　惠子 小石川1-24-3 都営三田線　春日駅 3811-0016 一般内科　循環器　消化器科　糖尿病

ダイナメディカル根津クリニッ
ク

定形 綾香
根津2-14-9　ダイナシティ文京根津
1F

東京メトロ千代田線
根津駅

5815-8687
内科　循環器内科　呼吸器内科　リウ
マチ科

谷口医院 谷口 善郎 本駒込2-8-11 都営三田線　千石駅 5395-7760 胃腸内科　胃腸外科　肛門外科

団子坂ひろせ小児科 廣瀬　誠
千駄木１－２３－６グリーンヒル汐
見202

東京メトロ千代田線
千駄木駅

3823-4970 小児科

千晶こどもクリニック 中井　千晶 小石川１－２４－３
東京メトロ丸ノ内線
後楽園駅

3868-0703 小児科　アレルギー科

千葉医院 千葉　隆 千石1-6-16　ライズヒル千石101 都営三田線　千石駅 3941-1340

澤田こどもクリニック 澤田　雅子 白山1-33-16 都営三田線　白山駅 5840-7838 小児科　小児アレルギー科

伝通院クリニック 善積　秀幸 
小日向4-6-18ｽﾃﾗﾒｿﾞﾝ茗荷谷201
号

東京メトロ丸ノ内線
茗荷谷駅

6912-1565 内科　小児科　耳鼻いんこう科

東京健生病院 山﨑 広樹 大塚4-3-8
東京メトロ丸ノ内線
新大塚駅

3944-6111
内科 呼吸器内科 循環器内科 消化器内科
腎臓内科 糖尿病内科 神経内科 外科 整形
外科 皮膚科 泌尿器科 精神科

東京在宅ケアクリニック 吉田 大介 湯島1-5-34 お茶の水医学会館5Ｆ ＪＲ総武線御茶ノ水駅 6240-0001 内科　外科　神経内科　緩和ケア内科

動坂クリニック 原本　富雄 本駒込4-42-4 ＪＲ山手線　田端駅 3822-5605 内科　消化器

動坂下泌尿器科クリニック 髙橋　亮
千駄木4-13-6アドリーム文京動坂
108

ＪＲ山手線　田端駅 5834-7735 泌尿器科　腎臓内科　女性泌尿器科

友成第二医院 友成　正紀 大塚5-40-18
東京メトロ有楽町線
護国寺駅

3941-8583
内科　外科　循環器科　消化器科　整
形外科

内科小児科にわ医院 丹羽 明 千駄木4-8-12
東京メトロ千代田線
千駄木駅

3824-0482 内科　小児科

中野小児科内科 中野　起久恵
白山1-33-23 ベルメゾン文京白山
101号

都営三田線　白山駅 5805-8551 小児科　内科　呼吸器科　アレルギー科

中村クリニック 中村　宏 小石川3-27-6-103
東京メトロ丸ノ内線
後楽園駅

3818-7677 消化器外科　内科

根津整形外科クリニック 矢数　俊明 根津2-29-１ 2F
東京メトロ千代田線
根津駅

5834-8551 整形外科

根津診療所 根岸 京田 根津1-27-3
東京メトロ千代田線
千駄木駅

3823-0096 内科　皮膚科
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根津宮永町診療所 梶田 慶子
根津2-13-6　レジデンスノーブル文
京根津101

東京メトロ千代田線
根津駅

3824-2588 内科　消化器内科　循環器内科

白山ながみね眼科 長峰　翔三 白山5-36-9　白山麻の実ﾋﾞﾙ5F 都営三田線　白山駅 5842-2232 眼科

白山レディースクリニック 中村　久基 白山5-36-9　白山麻の実ビル9F 都営三田線　白山駅 5689-3070 産婦人科

はりまざかクリニック耳鼻咽喉
科・アレルギー科

三輪　正人 大塚1-5-18大伴ビル9階Ａ
東京メトロ丸ノ内線
茗荷谷駅

6304-1510
耳鼻咽喉科　小児耳鼻咽喉科　アレル
ギー科

日原内科クリニック 日原 義文
千駄木2-13-1 ルネ千駄木プラザ 2
階

東京メトロ千代田線
千駄木駅

3822-6262 内科　循環器科　アレルギー科

藤原クリニック 藤原 直之 千駄木３－２－７　リエス千駄木1F
東京メトロ千代田線
千駄木駅

3821-3767
内科　呼吸器内科　循環器内科　心療
内科　精神科

文京春日こどもクリニック 古川　岳史
小石川1-5-1 ﾊﾟｰｸｺｰﾄ文京小石川
ｻﾞﾀﾜｰ3F

都営三田線　春日駅 3813-6060 小児科　小児循環器内科

文京内科・循環器クリニック 藤原　聡 本駒込2-10-3-4F 都営三田線　千石駅 6304-1567 内科　循環器内科　糖尿病内科

本郷耳鼻咽喉科クリニック 木村 美和子 本郷４－２－８ 　２階
東京メトロ丸ノ内線
本郷三丁目駅

5689-4133 耳鼻咽喉科　アレルギー科

細部医院 細部 高英 根津1-1-15
東京メトロ千代田線
根津駅

3822-6858 泌尿器科　内科

本郷整形外科 金 　吉男 本郷3-32-7 東京ビル2F
東京メトロ丸ノ内線
本郷三丁目駅

3814-8558 整形外科

本郷内科クリニック 山﨑 瑞樹 本郷4-24-7　クレヴィア本郷103 都営三田線　春日駅 5684-1009 内科　消化器内科

松平小児科 松平　隆光 関口1-15-9
東京メトロ有楽町線
江戸川橋駅

3267-4077 小児科

水間クリニック 水間　宏 千石4-8-1 ＪＲ山手線　巣鴨駅 5976-7350 内科　小児科

御園医院 伊藤　新次朗 白山5-17-34 都営三田線　千石駅 3941-4830 内科　胃腸科　外科　小児科

光永クリニック 光永　文 千石4-4-1 都営三田線　千石駅 3943-0270
内科　消化器内科　内視鏡内科　小児
科

茗荷谷レディースクリニック 河合　有希
小石川5-3-4　ラ・ヴェリエール文京
3階

東京メトロ丸ノ内線
茗荷谷駅

3830-0495 産婦人科

茗荷谷かさい眼科 葛西　用莓 小日向4-6-12 茗荷谷駅MFﾋﾞﾙ2F
東京メトロ丸ノ内線
茗荷谷駅

6912-2844 眼科

茗荷谷なかむらクリニック 中村　陽一 小日向4-5-16ツインビル茗荷谷
東京メトロ丸ノ内線
茗荷谷駅

3945-6161 内科　外科　肛門外科

森こどもクリニック 森　蘭子 小石川5-40-21
東京メトロ丸ノ内線
茗荷谷駅

5803-7887 小児科　アレルギー科

森田医院 森田 欣司 向丘2-35-2
東京メトロ南北線　本
駒込駅

3823-4919 整形外科　内科

森谷医院 森谷 茂樹 千駄木5-43-11 3821-0128 内科　小児科

森内科 森　俊也 大塚3-35-8
東京メトロ丸ノ内線
茗荷谷駅

3945-8188 内科

やすだクリニック 安田　大吉 大塚4-45-4
東京メトロ丸ノ内線
新大塚駅

3945-5055 内科　外科　眼科　整形外科

八千代診療所 井上　博和 白山1-5-8 都営三田線　春日駅 3811-4519 内科　小児科　精神科

谷根千クリニック 林　俊之
根津２－３３－１４　ヴィラージュ藍
染1Ｆ

東京メトロ千代田線
根津駅

3827-2731

山田胃腸科外科医院 中村　秀紀 根津1-16-10　イトーピア根津
東京メトロ千代田線
根津駅

3821-3381
内科　消化器内科　循環器内科　神経内科
糖尿病専門外来　乳腺専門外来　肝臓・胆
嚢・膵臓外来

祐ホームクリニック 矢島　俊 千石4-25-5ＫＳＴﾋﾞﾙ3階 ＪＲ山手線　巣鴨駅 050-3784-2001
循環器内科　消化器内科　呼吸器内科
神経内科　精神科　皮膚科

良田眼科 良田夕里子 小石川4-21-2 ハイツ小石川2Ｆ
東京メトロ丸ノ内線
茗荷谷駅

3816-1300 眼科
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医療機関名 医師名 所在地 最寄駅 電話 標榜科

吉村小児科 内海　裕美 大塚2-18-6
東京メトロ丸ノ内線
茗荷谷駅

3943-3806 小児科

吉行医院 吉行 俊郎　 千駄木2-34-10
東京メトロ千代田線
千駄木駅

3821-7994 内科


