
大塚病院連携医療機関【豊島区】

医療機関名 医師名 所在地 最寄駅 電話 標榜科

ⅰクリニック 山本　聡子 南池袋2-27-4 青柳池袋駅前ビル2Ｆ JR　池袋駅 6914-1906 内科　アレルギー科

秋野眼科医院 秋野　薫 要町3-57-3
東京メトロ有楽町線　千
川駅

3972-5477 眼科

あずま通りクリニック 久保　信彦 南池袋3-18-34-101
JR　池袋駅　東京メトロ有
楽町線　東池袋駅　都電
荒川線　雑司が谷駅

3982-7203 内科　小児科　皮膚科

阿部医院 阿部　俊夫 池袋3-70-1 JR　池袋駅 3971-5570 内科　小児科　皮膚科

荒木医院 荒木　崇 目白3-6-4 JR山手線　目白駅 3953-4006 内科

アルパカ小児科耳鼻科クリニッ
ク

西野　多聞
南長崎4-5-20　アイテラス落合南長
崎3階

都営大江戸線　落合南
長崎駅

3565-6639 小児科　耳鼻科　アレルギー科

安康レディースクリニック 安康　善雄 池袋2-42-3 オスカービル2F JR　池袋駅 3971-3544 産婦人科　内科　小児科

井口クリニック 井口　裕章 南長崎2-5-12 西武池袋線　椎名町駅 5988-7595 内科　神経内科　小児科

池袋駅前のだ皮膚科 野田　真史 南池袋2-27-5　共和ビル3階Ｂ JR　池袋駅 5950-4112
皮膚科　形成外科　小児皮膚科
アレルギー科　美容皮膚科

池袋大久保医院 山根　明子 西池袋1-43-5 JR　池袋駅 3987-3785 内科　循環器内科

池袋オリーブメンタルクリニック 松島　幸恵 東池袋1-44-15 プランドール2F JR　池袋駅 6914-0709 精神科　心療内科

池袋久野クリニック 久野　勉 南池袋2-26-5 9F JR　池袋駅 5949-6119 内科　腎臓内科　人工透析内科

池袋クリスタル眼科 一戸　唱 南池袋1-28-2池袋パルコ7階 JR　池袋駅 3988-2388 眼科

池袋サンシャイン通り眼科診療
所

堀　好子 東池袋1-5-6 アイケアビル5階 JR　池袋駅 3981-6363 眼科

池袋消化器内科・泌尿器科クリ
ニック

千野　航平 南池袋1-22-2  F･L･C ﾋﾞﾙ6階 JR　池袋駅 5927-8280 泌尿器科　消化器内科  内科

池袋西口ふくろう皮膚科クリニッ
ク

藤本　智子 西池袋1-39-4 第一大谷ビル3F JR　池袋駅 3590-2960 皮膚科

池袋２丁目医院 北野　新弓 池袋2-53-8 秋島ビル3F JR山手線　池袋駅 3981-9505
皮膚科　形成外科　小児科　内
科

池袋めぐ内科クリニック 白川　千恵 西池袋1-3-6 アウルコート７階 JR　池袋駅 6914-0885 内科　糖尿病内科

池袋ロータリー眼科 杉本　喜美子 東池袋2-63-16 JR　池袋駅 3971-6561 眼科

いけべ子どもクリニック 池邊　明子 巣鴨4-1-15 JR山手線　巣鴨駅 5907-5524 小児科

伊藤内科小児科医院 小田中　佳子 北大塚2-17-12 伊藤ビル2F JR山手線　大塚駅 3918-4074 内科　小児科

内田眼科 内田　祐子 池袋本町1-37-9 東武東上線　北池袋駅 3980-5880 眼科

江戸橋診療所 山崎　泰行 巣鴨4-4-8 JR山手線　大塚駅 3918-1768 内科　小児科　脳神経外科

及川醫院 及川　絋太郎 巣鴨1-40-5 JR山手線　巣鴨駅 3945-9270 消化器内科　一般内科　小児科

櫻和メンタルクリニック 山野　かおる 巣鴨1-19-12 八木下ビル　2F・3F JR山手線　巣鴨駅 5319-1908
精神科　心療内科　児童精神科
小児科

大木医院 大木　英二 南池袋2-19-4 大木ビル3Ｆ JR　池袋駅 5391-7886
内科　小児科　消化器内科　ア
レルギー科

大木眼科 大木　孝太郎 池袋2-17-1
東京メトロ副都心線　池
袋駅

3971-2598 眼科

おおこし医院 大越　敦 東池袋2-26-4 JR山手線　大塚駅 3971-3012 内科

おおぞら内科・皮ふ科 知念　輝 西巣鴨4-6-2-1F 都営三田線　西巣鴨駅 3910-1136 内科　皮膚科

大塚・栄一クリニック 内田　栄一 南大塚3-45-5 サンユースビル1階 JR山手線　大塚駅 3987-8110
心療内科　精神科　内科　アレ
ルギー科　歯科

大塚駅前南口皮膚科 佐藤　則子 南大塚2-46-3　大塚ｸﾞﾘ-ﾝﾋﾞﾙ5F JR山手線　大塚駅 6912-1812
皮膚科　アレルギー科　小児皮
膚科

大塚北口皮膚科 岡部　好位 北大塚2-17-4 キャリアビル2F JR山手線　大塚駅 5567-3067 皮膚科
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おおつか内科クリニック 佐藤　千史 南大塚2-10-1 南大塚二丁目ビル2Ｆ
東京メトロ丸ノ内線　新
大塚駅

6902-3200 内科

大塚メディカルクリニック 木村　健一 北大塚2-27-3 JR山手線　大塚駅 5961-5850
内科　消化器科　肛門科　皮膚
科

大塚山田眼科クリニック 山田　はづき 北大塚2-10-5  北大塚BMAビル5階 JR山手線　大塚駅 5961-0555 眼科

大塚山田脳神経外科クリニック 山田　素行 北大塚2-10-5 北大塚BMAビル3階 JR山手線　大塚駅 5961-0533
脳神経外科　内科　リハビリ
テーション科

大橋眼科 大橋　正明 南大塚2-11-4 2F
東京メトロ丸ノ内線　新
大塚駅

6912-2546 眼科

岡崎耳鼻咽喉科医院 岡崎　健二 高田1-40-12 岡崎ビル2F
東京メトロ副都心線　雑
司が谷駅

3981-0763 耳鼻咽喉科　アレルギー科

小川クリニック 小川　隆吉 南長崎6-7-11 西武池袋線　東長崎駅 3951-0356 産婦人科　内科

風間眼科 風間　啓行 巣鴨1-2-4 JR山手線　巣鴨駅 3946-8607 眼科

加塚医院 加塚　有紀 駒込2-5-5 JR山手線　駒込駅 3910-3811 産科　婦人科　女性内科

金澤医院 金澤　義之 駒込3-5-7 JR山手線　駒込駅 3910-4952 内科　小児科

要第２クリニック 松﨑　圭祐 要町1-10-3 クラスタービル4Ｆ
東京メトロ有楽町線　要
町駅

5917-2607 消化器内科　呼吸器内科

要町やまもと眼科 山本　禎子 要町1-8-11
東京メトロ有楽町線　要
町駅

5926-3650 眼科

上池袋こどもクリニック 小林　齢佳 上池袋4-10-8-101 東武東上線　北池袋駅 5980-0855 小児科　アレルギー科

河住内科循環器科 河住　茂 南長崎1-5-18 西武池袋線　椎名町駅 3951-0410
内科　循環器科　呼吸器科　消
化器科

鬼子母神診療所 高岡　和彦 雑司が谷3-3-17
東京メトロ副都心線　雑
司が谷駅

3984-6821
内科　外科　糖尿病　泌尿器科　歯
科　口腔外科　小児歯科　矯正

北池袋よしだ内科クリニック 吉田　裕志 上池袋4-29-9 北池テラス４Ｆ 東武東上線　北池袋駅 3916-8010 内科 循環器内科　消化器内科

木村整形外科 木村　元 南池袋2-29-4
JR　池袋駅　東京メトロ
有楽町線　東池袋駅

3984-3306 整形外科

くじら在宅クリニック 鯨井　一正
高田1-37-10　ツーウッズ目白ビルディ
ング2F

東京メトロ副都心線　雑
司が谷駅

6915-2011 内科　緩和ケア科

くにやクリニック 小泉　久仁弥 南大塚2-37-11 101ハイムセクオイア JR山手線　大塚駅 5319-0873 内科　アレルギー科

久保田クリニック 久保田　一輝 西巣鴨3-19-3 都電荒川線　庚申塚駅 3917-0062
内科　循環器内科　糖尿病内科
呼吸器内科　アレルギー科

くまがい眼科 熊谷　和久 駒込6-26-16 2F
JR山手線　駒込駅　京
浜東北線　上中里駅

3910-2472 眼科

クリニック安田 亀山　大介 目白2-5-27
東京メトロ副都心線　雑
司が谷駅

3986-4466
内科　呼吸器科　循環器科　消
化器科

幸和クリニック 大和　剛 駒込6-34-7 1階 JR山手線　駒込駅 3917-8105
内科　小児科　皮膚科　整形外
科

こがクリニック 古賀　規貴 北大塚1-20-9 OSKビル401 JR山手線　大塚駅 5972-1465 内科　循環器内科

こころケアクリニック 神農　雅彦 東池袋1-14-10 ポプラビル7F JR　池袋駅 6912-5463
心療内科　脳神経外科（頭痛）
精神科

こころくらしの言の葉クリニック 東出　香 南長崎1‐25‐11 西武池袋線　椎名町駅 6908-3260 心療内科　精神科

後藤クリニック 後藤　昭子 東池袋2-45-4　メロス学園ビル1階 JR　池袋駅 5928-0510 内科　小児科　皮膚科

小林内科クリニック 小林　裕太郎 巣鴨1-4-1 JR山手線　巣鴨駅 5977-8070 内科　消化器内科　小児科

駒込あおば内科 岡松　健太郎 駒込1-38-2 駒込TRビル2階 JR山手線　駒込駅 5981-6888
内科　循環器内科　人工透析内
科

駒込北口クリニック 渡邉　威之 駒込2-3-6 JR山手線　駒込駅 3949-2177
内科　リハビリ科　老年内科　漢
方内科

駒込山王クリニック 西中　健二
駒込1-37-10 駒信インテリジェントビル
101

JR山手線　駒込駅 6304-1839 産婦人科　内科

酒井形成外科 酒井　倫明 北大塚2-3-1 JR山手線　大塚駅 3576-7788
形成外科　美容外科　美容皮膚
科
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さとう消化器内科クリニック 佐藤　栄一
東池袋2-60-3 グレイスロータリービル2
Ｆ

JR　池袋駅 3590-8111 消化器内科　内科

慈愛眼科クリニック 亀井　裕子 雑司ヶ谷2-3-3桔梗屋ビル1階
東京メトロ副都心線　雑
司が谷駅

3980-5357 眼科

司生堂クリニック 松田　弘之 巣鴨3-33-3　2Ｆ JR山手線　巣鴨駅 3910-8181 内科　漢方内科　アレルギー科

しのざきクリニック 篠﨑　百合子 長崎5-1-31　豊島ハイツ201 西武池袋線　東長崎駅 5966-2249 産婦人科　内科

耳鼻咽喉科佐久間医院 佐久間　正迪 巣鴨3-18-26 101 JR山手線　巣鴨駅 3917-5630 耳鼻咽喉科

清水クリニック 清水　充 雑司が谷3-7-3
東京メトロ副都心線　雑
司が谷駅

3980-8182
整形外科　リハビリテーション科
外科　内科　皮膚科

ジャスミンレディースクリニック池
袋

佐藤　大悟 東池袋1-2-2　東池ビル5階 JR　池袋駅 5955-3804 婦人科

城田医院 城田　裕 南長崎5-5-2 西武池袋線　東長崎駅 3950-0776 内科　外科　人工透析

新大塚こどもクリニック 杉田　依里
南大塚2-15-7  アルカディア新大塚１
階

東京メトロ丸ノ内線　新
大塚駅

3944-0808 小児科

進士医院 進士　雄二 長崎4-14-14 西武池袋線　東長崎駅 3959-0525 内科　皮膚科　産婦人科

末延医院 末延　清志 西池袋3-10-14 JR　池袋駅 3986-4015 皮膚科　内科　小児科

巣鴨レディースクリニック 花田　佐知子 巣鴨2-5-12 真野ビル2階 JR山手線　巣鴨駅 3916-2262 産婦人科　女性内科

巣鴨駅前胃腸内科クリニック 神谷　雄介 巣鴨1-18-11 十一屋ビル４階 JR山手線　巣鴨駅 5940-3833 消化器内科

スガモ駅前形外科 住田　憲祐 巣鴨1-14-3  藤ﾋﾞﾙ2階 JR山手線　巣鴨駅 6912-0318 整形外科　リハビリテーション科

すがも眼科クリニック 山崎　千佳代 巣鴨1-18-11 十一屋ビル ２F JR山手線　巣鴨駅 6902-9292 眼科

すがも北口整形クリニック 古谷　洋之 巣鴨2-3-10  森川第一ﾋﾞﾙ3階 JR山手線　巣鴨駅 5980-7601 整形外科　リハビリテーション科

巣鴨北口駅前中村眼科 芹澤　元子 巣鴨2-3-10　森川第１ビル4F JR山手線　巣鴨駅 6903-4223 一般眼科

巣鴨さくらなみき皮膚科 鈴木　さやか 巣鴨2-5-12 真野ビル3階 JR山手線　巣鴨駅 3917-1241
皮膚科　小児皮膚科　アレル
ギー科　美容皮膚科

すがも腎クリニック 河崎　雅暢 巣鴨1-18-8　巣鴨東宝ビル JR山手線　巣鴨駅 6902-3880 腎臓内科(人工透析）

菅谷眼科医院 菅谷　哲司 南大塚2-45-11 JR山手線　大塚駅 3941-5003 眼科

晴和ハートクリニック 野口　晶 北大塚2-2-5 晴和ビル3F JR山手線　大塚駅 3917-3503 循環器内科　内科　消化器内科

関内科小児科 関　恵一 上池袋1-10-5 関ビル2F JR　池袋駅 3916-5200 内科　小児科

千川産婦人科医院 土橋　一慶 要町3-10-1
東京メトロ有楽町線　千
川駅

3957-1332 産婦人科　乳腺科

仙石クリニック 仙石　祐一 西巣鴨1-21-4 JR山手線　大塚駅 3576-5858
脳神経内科　胃腸内科　内科・
外科

総合病院一心病院 上川床　裕 北大塚1-18-7 JR山手線　大塚駅 3918-1215
内科　外科　小児科　整形外科　眼科
婦人科　皮膚科　形成外科　泌尿器科
消化器科　リハビリテーション科

雑司が谷赤ちゃん・こどもクリ
ニック

青柳　裕之 雑司が谷3-1-20 S.Zビル201
東京メトロ副都心線　雑
司が谷駅

6907-0037 小児科

高田クリニック 高田　月彦 西巣鴨3-25-11 207 都営三田線　西巣鴨駅 3576-7275 胃腸科　内科　外科　肛門科

髙田耳鼻咽喉科医院 髙田　龍三 巣鴨3-1-10 2F JR山手線　巣鴨駅 3910-5701 耳鼻咽喉科

髙橋診療所 髙橋　清輝 東池袋5-27-8 都電荒川線　向原駅 3971-0585
整形外科　内科　リウマチ科　外
科　小児科

たじま医院 石井　宏  池袋2-61-5 JR　池袋駅 3971-0388 内科　小児科　婦人科

タワーグランディア内科クリニッ
ク

山尾　剛一
西池袋5-5-21ｻﾞ･ﾀﾜｰｸﾞﾗﾝﾃﾞｨｱ２階
池袋クリニックモール

JR　池袋駅 5911-7591 内科　消化器科

ちあふるクリニック東池袋小児
科

杉山　尚人 東池袋4-2-1‐303
東京メトロ有楽町線　東
池袋駅

6907-0525 小児科　アレルギー科
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土屋医院 土屋　淳郎 池袋4-17-10 JR　池袋駅 3971-1848
内科　小児科　皮膚科　放射線
科

東京ジェネラルクリニック 孫　悠然
南長崎2-4-6　CASTIA南長崎B－
103

都営大江戸線　落合南
長崎駅

6820-0428
内科 外科　精神科　皮膚科　小
児科

東京透析フロンティア池袋駅北
口クリニック

原　正樹 池袋2-63-4 JR　池袋駅 6320-4116 腎臓内科　人工透析内科

東京透析フロンティア大塚駅前
クリニック

野老山　武士 北大塚2-1-1　ba05  6F・7F JR山手線　大塚駅 6903-6355 腎臓内科　人工透析

としま昭和病院 大部　雅英 南長崎5-17-9 西武池袋線　東長崎駅 3953-5555
一般内科　消化器内科　整形外
科　漢方内科　糖尿病内科　呼
吸器内科　外科　皮膚科　循環

豊島整形外科･内科 岡野　智裕 千早4-34-7
東京メトロ有楽町線　千
川駅

5917-2833
整形外科　内科　ﾘｳﾏﾁ科　泌尿
器科

とよかま内科 津田　香織 巣鴨3-34-10 イーグル巣鴨101 JR山手線　巣鴨駅 5961-5152
内科　呼吸器内科　アレルギー
科

長崎眼科診療所 末野　三八子 長崎4-30-1 西武池袋線　東長崎駅 3957-7137 眼科

ながしま脳外科内科クリニック 永島　幸枝 長崎3-19-14 ミザールビル1F 西武池袋線　椎名町駅 5917-6850 内科　脳神経外科

長橋産婦人科 加藤　佳代 長崎2-5-7 西武池袋線　椎名町駅 3959-0351 産婦人科

西池袋醫院 進士　英雄 西池袋4-32-8 西武池袋線　椎名町駅 6909-3303 内科　循環器内科

西池袋秀クリニック 池松　秀一 西池袋1-2-1 JR　池袋駅 5952-0066
婦人科　妊婦健診　内科　皮膚
科

ノガキクリニック 野垣　譲二 西池袋3-22-13 丸栄ビル2F JR　池袋駅 3980-6150 泌尿器科　内科　外科

林胃腸科外科クリニック 林　保 東池袋3-1-1 サンシャイン60ビル7F
JR　池袋駅　東京メトロ
有楽町線　東池袋駅

3988-5700
内科　胃腸科　外科　整形外科
皮膚科

原内科クリニック 原　秀雄 高松2-48-7
東京メトロ有楽町線　要
町駅

3955-2219 内科

平井医院 平井　貴志 雑司が谷1-26-10
東京メトロ有楽町線　護
国寺駅

3971-8064 内科　小児科　消化器科

平間医院 平間　石根 南長崎3-39-13
西武池袋線　椎名町
駅・東長崎駅

3951-3361 内科　小児科　皮膚科

ファミリークリニックしいなまち 保坂　辰樹 南長崎1-25-26 ファーマシティII2A 西武池袋線　椎名町駅 6908-2234 内科　小児科　糖尿病内科

副都心病院 加藤　宏基 要町1-18-5
東京メトロ有楽町線　要
町駅

3957-2928 内科

藤田クリニック 藤田　知彦 西池袋1-2-2 ウエストワンビル3F JR　池袋駅 3981-7728 内科　皮膚科　整形外科

藤本医院 藤本　尚資 西巣鴨1-9-1 JR山手線　大塚駅 5974-1577 内科　小児科

平和眼科 富田　香 池袋1-7-7 JR　池袋駅 3971-1095 眼科

部坂耳鼻咽喉科医院 部坂　弘彦 駒込1-29-1 JR山手線　駒込駅 3946-2087 耳鼻咽喉科　気管食道科

町のクリニック目白 重島　祐介 高田1-19-21・1F
東京メトロ副都心線　雑
司が谷駅

3971-5500 内科　小児科　外科

松浦クリニック 松浦　真理子 池袋本町3-22-23 東武東上線　下板橋駅 5952-7166 内科

松下皮フ形成外科 松下　博明
西池袋3-25-11  CIC IKEBUKUROビル
6Ｆ

JR　池袋駅 6907-3056 形成外科　美容外科　皮膚科

松本レディースクリニック 松本　和紀
東池袋2-60-3 グレイスロータリービル
1F

JR山手線　池袋駅 5959-5633 婦人科

まの産婦人科 真野　達夫 南大塚2-25-9　田口ビル1階
東京メトロ丸ノ内線　新
大塚駅

5940-0303 産婦人科（産科　婦人科）

水庭クリニック 水庭　弘進 東池袋2-55-4 JR　池袋駅 3971-7057 内科　小児科　皮膚科

みどりぎ皮ふ科婦人科 内田　博子 巣鴨2-13-11 コーポ甲田101 JR山手線　巣鴨駅 5961-9966 皮膚科

南大塚クリニック 岡本　完 南大塚2-41-9 坂本ビル1F JR山手線　大塚駅 3943-7277
内科　リウマチ科　アレルギー
科　感染症内科　etc

南大塚耳鼻咽喉科クリニック 内水　浩貴 南大塚2-42-6 信友大塚ビル5F JR山手線　大塚駅 6912-0187 耳鼻咽喉科
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みやけ医院 三宅　修司 駒込4-2-17 JR山手線　駒込駅 6903-7211 呼吸器内科　内科　小児科

目白醫院 水足　一博 目白3-5-13　フジヤビル7階 JR山手線　目白駅 3954-0062 内科　外科　整形外科

目白駅前クリニック 明石　英之 目白3-4-11　ヒューリック 目白3階 JR山手線　目白駅 5906-5806
内科 循環器内科 外科 心臓血
管外科

目白MMクリニック 内田　暁彦 目白3-4-12 E&Kビル5Ｆ JR山手線　目白駅 6915-3250
心療内科　精神科　老年精神科
内科

目白おかの内科 岡野　晃 目白3-16-15 茜ビル1F JR山手線　目白駅 5988-3363 内科　胃腸科　呼吸器科

目白すずきクリニック 鈴木　市三 目白3-12-11 JR山手線　目白駅 050-3178-6569内科

めじろ内科クリニック 久野　伸夫 目白3-5-11 NOBビル 3F JR山手線　目白駅 3953-5831 内科　糖尿病内科　消化器内科

目白乳腺クリニック 緒方　晴樹 目白3-4-11　ヒューリック 目白3階 JR山手線　目白駅 6908-1026 乳腺外科

もみの木クリニック 井口　桂 要町2-4-8 大恵ビル2階
東京メトロ有楽町線　要
町駅

5966-5577 内科

モモ・メディカル・クリニック 百瀬　隆二 南大塚1-51-1 JR山手線　大塚駅 3945-3344 胃腸科　外科　肛門科　内科

もりかわ医院 盛川　洋一 要町3-21-11 千優ビル3階
東京メトロ有楽町線　千
川駅

5966-1316 内科　循環器科　消化器科

安井医院 細谷　眞澄 駒込1-44-1　ＴＫハイム101号 JR山手線　駒込駅 3941-5677 内科　小児科

そわクリニック東長崎 岨　康太 長崎4-7-8　第３大同ﾋﾞﾙ３階 西武池袋線　東長崎駅 5926-3171
内科　脳神経内科　リハビリ
テーション科

柳沢医院 柳沢　亮二 南長崎6-21-21 西武池袋線　東長崎駅 3951-5107
内科　小児科　呼吸器科　アレ
ルギー科

矢部クリニック 関口　更一 池袋2-24-2 JR　池袋駅 3982-3191 内科　外科　整形外科

山口医院 田口　朗 西巣鴨1-19-17 JR山手線　大塚駅 3915-5855 内科　眼科

山下診療所大塚 山下　巖 北大塚2-13-1 ba07 5階 JR山手線　大塚駅 3910-6711
内科　小児科　耳鼻咽喉科　ア
レルギー科

山田眼科医院 小林　真理子 池袋2-38-6 JR　池袋駅 3971-9753 眼科

ゆみのハートクリニック 田中　宏和 高田3-14-29　KDX高田馬場ビル1F JR山手線　高田馬場駅 5956-8010
内科　循環器内科　呼吸器内科
リハビリ

洋子クリニック 及川　洋子 巣鴨1-40-5 JR山手線　巣鴨駅 3945-9271 皮膚科　内科　歯科

横山クリニック 横山　尚洋 北大塚2-2-5 晴和ビル6F JR山手線　大塚駅 5944-5881 精神科　心療内科

吉田クリニック 吉田　竜介 巣鴨4-30-12 JR山手線　巣鴨駅 5907-3553
内科　消化器科　外科　肛門科
リハ科

立教通り皮フ科形成外科 須澤　由希子 西池袋3-29-9 JR　池袋駅 5954-3051
皮膚科　形成外科　アレルギー
科　美容皮膚科　美容外科

渡辺胃腸科医院 渡邉　伸介 南大塚1-53-1 JR山手線　大塚駅 3943-6371
内科　胃腸科　皮膚科　性病科
外科


