
大塚病院連携医療機関【北区】

医療機関名 医師名 所在地 最寄駅 電話 標榜科

青木内科クリニック 青木 薫 西ヶ原 １-４６-１７旭レヂデンス1F ＪＲ山手線　駒込駅 5961-1855 内科　小児科

赤羽岩渕病院 熊川　寿郎 赤羽 ２-６４-１３
東京メトロ南北線　赤羽
岩渕駅

3901-2221
内科　循環器内科　整形外科　皮膚科
リウマチ科　呼吸器内科　消化器内科

赤羽内科クリニック 高木 昌浩
赤羽西１-１５-１４エル・ルージュ赤羽
西201

ＪＲ埼京線　赤羽駅 5948-5945 内科　循環器科

赤羽南クリニック 宮澤 晃治 赤羽南 １-９-１１赤羽南ビル202 ＪＲ埼京線　赤羽駅 5249-5632 内科　消化器科

赤羽もり内科・腎臓内科 森　維久郎 赤羽2-4-5 ＪＲ埼京線　赤羽駅 5249-3210 腎臓内科・糖尿病内科・内科

秋山眼科医院 秋山 悟一 滝野川 ３-４-１４ 都営三田線　西巣鴨駅 3915-5210 眼科

アスカクリニック 熊澤 昭良 滝野川 １-７７-２
都電荒川線　西ヶ原四
丁目

5907-3655 内科　小児科

いいだ耳鼻咽喉科 飯田　正樹 東田端1-14-1田端クリニックモール2F ＪＲ山手線　田端駅 3800-1778 耳鼻咽喉科

いさ内科クリニック 伊佐 文子
王子 １-２５-１０アルカディア津多屋
1F

ＪＲ京浜東北線　王子
駅

3927-1105
内科　神経内科　リハビリテーショ
ン科　小児科

石垣医院 五十嶋　一成 十条仲原３-２１-７ ＪＲ埼京線　十条駅 3900-8633 内科　循環器科

磯部医院 磯部 聡 浮間 ３-３０-２ ＪＲ埼京線　北赤羽駅 3966-0627 産婦人科　内科　小児科

板橋医院 三浦 誠一 滝野川 ７-８-１２ ＪＲ埼京線　板橋駅 3916-5670 産婦人科　皮膚科　内科

いとう王子神谷内科外科クリ
ニック

伊藤 博道 王子５-５-３シーメゾン王子神谷3F
東京メトロ南北線　王子
神谷駅

5959-7705
内科　乳腺外科　小児科　内視鏡
内科　呼吸器内科　消化器内科

浮間舟渡ありこ眼科 宮澤 有里子 浮間４-３２-２０松岡ビル1F
ＪＲ埼京線　浮間舟渡
駅

5948-7577 眼科

碓井医院 碓井 亘 志茂 ２-６４-７
東京メトロ南北線　赤羽
岩渕駅

3902-6201 内科　循環器科　胃腸科

おうじキッズクリニック 若林 太一　
王子５-１-４０サミットストア王子桜田
通り店2F

ＪＲ京浜東北線　東十
条駅

3914-1511 小児科

王子さくら眼科 上月　直之 王子1-10-17 ヒューリック 王子ﾋﾞﾙ5F
ＪＲ京浜東北線　王子
駅

6903-2663 眼科

王子三丁目クリニック 久保田 法子 王子 ３-１４-３アロービル1F
ＪＲ京浜東北線　王子
駅

5390-3422 内科

奥田クリニック 奥田 武志 滝野川 ７-８-１ ＪＲ埼京線　板橋駅 5907-3030 内科　消化器内科　外科

オハナこどもクリニック 宮川　雄一 赤羽西1-36-11 2F ＪＲ埼京線　赤羽駅 5903-5087 小児科　新生児内科　アレルギー科

おひさまクリニック 金高 太一 上十条１-１９-８ ＪＲ埼京線　十条駅 6454-3511
小児科　アレルギー科　耳鼻咽喉
科

加治クリニック 加治 正弘 滝野川 ７-２-７ 藤和板橋コープＢ106 ＪＲ埼京線　板橋駅 5394-1925 内科

木村クリニック 木村 隆雄 神谷１-１５-９ MEDICAL48-1.2F
東京メトロ南北線　王子
神谷駅

3911-1220
内科　整形外科　皮膚科　外科　リ
ハビリテーション科　老年内科

共和堂医院 増田 幹生 東十条 ２-５-１
ＪＲ京浜東北線　東十
条駅

3911-0665 内科　消化器内科

桐ヶ丘団地診療所 髙野　勝匡 赤羽台 ３-１７ ＪＲ埼京線　赤羽駅 3907-2029 内科

健診会 滝野川メディカルクリ
ニック

工藤　健 滝野川 ３-３９-７ 都営三田線　西巣鴨駅 3910-3441 内科　整形外科

小出医院 小出 研爾 田端 ３-４-７ ＪＲ山手線　駒込駅 3821-1668 内科　循環器　小児科

小湊小児科医院 小湊 秀久 王子 ５-２-２ -108
東京メトロ南北線　王子
神谷駅

3927-2272 小児科　内科　皮膚科

蔡駒込医院 蔡 誠献 田端 ３-５-１ ＪＲ山手線　駒込駅 5384-8035 内科　小児科　整形外科　皮膚科
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さくらクリニック 砂倉　瑞明 岸町1-3-1伯清王子ビル3F
ＪＲ京浜東北線　王子
駅

3908-0001 泌尿器科　内科

しかだこどもクリニック 鹿田 昌宏 堀船 ３-３８-３ 都電荒川線　梶原駅 3911-5228 小児科

しんぼし訪問診療所 澤田 登起彦
王子本町1-4-12 レジェンド王子本町
ﾋﾞﾙ305号室

ＪＲ京浜東北線　王子
駅

5948-8257
内科　外科　泌尿器科　肛門科　人工
透析　ターミナルケア

須賀田医院 須賀田 元彦 西ヶ原 １-５３-１ エリーワールド１Ｆ ＪＲ山手線　駒込駅 3918-2816 産婦人科　内科　麻酔科

すずきクリニック 鈴木 敏文 赤羽 ２-６９-４クリニックプラザ21-1F
東京メトロ南北線　赤羽
岩渕駅

3598-3310
内科　外科　整形外科　神経内科
胃腸科　循環器科

高杉医院 高杉 敏彦 田端新町 １-２１-７
ＪＲ山手線　西日暮里
駅

3800-7000
消化器内科　循環器内科　内科
小児科

たかねクリニック 高根 一郎 中里 ３-１７-１ ＪＲ山手線　駒込駅 3949-0442 内科　胃腸科　整形外科

高橋クリニック 高橋 信博 滝野川 ７-２２-６IMAビル3F ＪＲ埼京線　板橋駅 3576-2041 内科　循環器科

たきのがわ泌尿器科内科 桝鏡 年清 滝野川 ７-３０-１２ ＪＲ埼京線　板橋駅 3916-0087 泌尿器科

竹内クリニック 竹内　昭博 昭和町 １-９-１０ ＪＲ宇都宮線　尾久駅 3894-4496 内科　胃腸内科

田端放射線科クリニック 横山 佳明 東田端 ２-１０-４　ベルク田端1Ｆ ＪＲ山手線　田端駅 3893-8787 放射線科　内科

たむら内科クリニック 田村 彰教 神谷２-２５-４
ＪＲ京浜東北線　東十
条駅

3598-0888 消化器科　肝臓科　糖尿病　内科

鶴田板橋クリニック 鶴田 悠木
滝野川７-５-７アーバンフレックス
SG4・5F

ＪＲ埼京線　板橋駅 3916-6511
内科　腎臓内科　人工透析　血管
外科

とみた眼科 富田 斉
西ヶ原 １-５０-１メディウェルタウン駒
込2F

ＪＲ山手線　駒込駅 5961-3400 眼科

中島クリニック 中島 剛 東十条３-１-１４-１F
ＪＲ京浜東北線　東十
条駅

6915-4700 内科　呼吸器内科　整形外科

中野レディースクリニック 中野 由美子 王子 ２-３０-６末永ビル3F
ＪＲ京浜東北線　王子
駅

5390-6030 産婦人科

西巣鴨こどもクリニック 大久保 隆志
滝野川 ６-１４-９東京先端医療モール
301号

都営三田線　西巣鴨駅 6903-5025 小児科

ねもと小児科医院 根本 博文 滝野川 ６-４２-１ 都営三田線　西巣鴨駅 3576-5755 小児科

発達協会王子クリニック 石﨑 朝世 赤羽南 ２-１０-２０ ＪＲ埼京線　赤羽駅 3903-3311
神経小児科　小児科　内科　精神
科

原クリニック 原　陽子 上十条 ５-９-３ ＪＲ埼京線　十条駅 3908-6277 内科　整形外科　外科

東十条整形外科 澤　満美子
王子５-１-４０サミットストア王子桜田
通り店2F

東京メトロ南北線　王子
神谷駅

3919-0800 整形外科　リハビリテーション科

まえのホームケアクリニック 前納 崇弘 赤羽西１-２-１２ ＪＲ埼京線　赤羽駅 3900-6532 内科

松田医院 松田 健 王子本町 １-２０-１０
ＪＲ京浜東北線　王子
駅

3908-3316 内科　小児科　外科

八木病院 八木 和郎 東十条 ４-１４-８
ＪＲ京浜東北線　東十
条駅

3912-3121
内科　内視鏡内科　外科　大腸・肛
門外科　眼科　泌尿器科

やぎゅう医院 野牛 道晃 堀船 ３-１８-３ 都電荒川線　梶原駅 3911-2373 内科　外科　小児科　小児外科

山積耳鼻咽喉科 山積 博彦 田端 ４-３-２-２０１ ＪＲ山手線　駒込駅 3827-3387 耳鼻咽喉科

吉本医院 安藤　秀樹 王子本町 １-11-３
ＪＲ京浜東北線　王子
駅

5924-1735
内科　消化器科　循環器科　呼吸
器科　アレルギー科

渡辺医院 渡邉 壽和 西ヶ原 ４-４８-４
都電荒川線　西ヶ原四
丁目

3910-0380 内科　小児科　胃腸科　外科


