足立区『脳卒中』情報ネットワーク参加施設
区外病院施設
医療機関名

代表者名

〒

住 所

連絡先

糟谷 英俊 先生

116-8567

荒川区西尾久２－１－１０

電話:03-3810-1111
FAX:03-3894-0282

A-2 国立国際医療研究センター病院

竹内 荘介 先生

162-8655

新宿区戸山１－２１－１

電話:03-3202-718
FAX:03-3207-1038

A-4 財団法人東京都保健医療公社 東部地域病院

三科 秀人 先生

125-8512

葛飾区亀有５－１４－１

電話:03-5682-5111
FAX:03-5682-5133

A-5 東京都立駒込病院

113-8655

文京区本駒込３－１８－２２

電話:03-3823-2101
FAX:03-3823-2759

A-6 東京都立豊島病院

173-0015

板橋区栄町３３－１

電話:03-5375-1234
FAX:03-5944-3506

A-7 医療法人伯鳳会 白鬚橋病院

131-0032

墨田区東向島４－２－１０

電話:03-3611-6363
FAX:03-3611-6763

A-8 医療法人社団協友会 八潮中央総合病院

340-0808

八潮市緑町１－４１－３

電話:048-996-1131
FAX:048-996-1192

150-0013

渋谷区恵比寿２－３４－１０

電話:03-3446-6106
FAX:03-3444-3916

175-0083

板橋区徳丸２－８－２０

電話:03-3934-1661
FAX:03-3934-6196

340-0028

埼玉県草加市谷塚２－１２－１５

電話:048-924-2631
FAX:048-928-2247

A-12 国立大学法人 東京医科歯科大学医学部附属病院

113-8519

文京区湯島１－５－４５

電話:03-3813-6111
FAX:03-5803-0110

A-13 医療法人社団 田島厚生会 神谷病院

115-0043

北区神谷１－２７－１４

電話:03-3914-5535
FAX:03-3914-5540

A-1 東京女子医科大学東医療センター

A-9 東京都立広尾病院

佐々木 勝 先生

A-10 医療法人社団 慈誠会徳丸リハビリテーション病院
A-11 医療法人親和会 鳳永病院

早川 淳 先生

区内病院施設
医療機関名

代表者名

〒

住所

連絡先

B-1 医療法人社団大坪会 東和病院

橋本 大定 先生

120-0003

足立区東和４－７－１０

電話:03-3629-8111
FAX:03-3629-9456

B-2 医療法人社団日岩会 下井病院

下井 優一 先生

120-0005

足立区綾瀬３－２８－８

電話:03-3620-8811
FAX:03-3620-5374

B-3 医療法人社団新潮会 太田病院

太田 千足 先生

120-0015

足立区足立１－１２－１２

電話:03-3887-5611
FAX:03-3887-5622

山本 学 先生

120-0022

足立区柳原１－３６－８

電話:03-3881-6116
FAX:03-3881-7094

B-5 医療法人財団健和会 柳原リハビリテーション病院

露木 静夫 先生

120-0023

足立区柳原1－２７－５

電話:03-5813-2121
FAX:03-5813-2122

B-6 医療法人財団健和会 柳原病院

石川 晋介 先生

120-0023

足立区千住曙町３５－１

電話:03-3882-1928
FAX:03-3870-6770

B-7 社会福祉法人 勝楽堂病院

芦田 光則 先生

120-0032

足立区千住柳町５－１

電話:03-3881-0137
FAX:03-3870-8720

B-9 医療法人社団寿英会 内田病院

内田 英一 先生

120-0034

足立区千住２－３９

電話:03-3888-7321
FAX:03-3881-2013

水野 絵里子 先生

121-0061

足立区花畑４－３３－８

電話:03-3884-1235
FAX:03-3884-1227

B-12 医療法人財団厚生協会 東京足立病院

田中 邦明 先生

121-0064

足立区保木間５－２３－２０

電話:03-3883-6331
FAX:03-3884-7036

B-13 医療法人社団苑田会 苑田第二病院

大塚 雄司 先生

121-0813

足立区竹の塚４－２－１７

電話:03-3850-5723
FAX:03-3850-5714

B-14 社会医療法人社団慈生会 等潤病院

西 直人 先生

121-0075

足立区一ツ家４－３－４

電話:03-3850-8711
FAX:03-3858-9339

B-15 医療法人社団東京朝日会 あさひ病院

藤井 聡 先生

121-0076

足立区平野１－２－３

電話:03-5242-5800
FAX:03-5242-5826

賀川 幸英 先生

121-0813

足立区竹の塚４－１－１２

電話:03-3850-5721
FAX:03-5851-2780

木原 健 先生

121-0813

足立区竹の塚３－１２－１１

電話:03-3883-3377
FAX:03-3883-3111

B-19 医療法人社団大和会 大内病院

西島 久雄 先生

123-0841

足立区西新井５－４１－１

電話:03-3890-1306
FAX:03-3856-0448

B-20 社会医療法人社団昭愛会 水野記念病院

水野 昭平 先生

123-0841

足立区西新井６－３２－１０

電話:03-3898-8080
FAX:03-3854-5320

金 洪宇 先生

123-0843

足立区西新井栄町１－１７－２５

電話03-5888-9880
ＦＡＸ03-5888-9881

B-22 医療法人社団 慈英会病院

金本 和男 先生

123-0843

足立区西新井栄町２－８－６

電話:03-3889-1111
FAX:03-3852-0050

B-23 医療法人社団成和会 西新井病院

安部 裕之 先生

123-0845

足立区西新井本町１－１２－１２

電話:03-5647-1700
FAX:03-5647-1701

123-0853

足立区本木１－３－７

電話:03-5888-2111
FAX:03-5888-2112

寺田 俊明 先生

123-0856

足立区本木西町１８－１６

電話:03-3898-5231
FAX:03-3854-4172

B-26 一般財団法人博慈会 博慈会記念総合病院

佐藤 俊 先生

123-0864

足立区鹿浜５－１１－１

電話:03-3899-1311
FAX:03-3899-4875

B-27 一般財団法人博慈会 長寿リハビリセンター病院

小倉 篤 先生

123-0864

足立区鹿浜５－１３－７

電話:03-3899-7011
FAX:03-3899-4860

B-28 医療法人社団潤恵会 敬仁病院

柳沼 征人 先生

123-0865

足立区新田２－１８－６

電話:03-3913-3106
FAX:03-3913-3991

B-29 医療法人社団けいせい会 東京北部病院

長田 恒明 先生

123-0872

足立区江北６－２４－６

電話:03-3854-3181
FAX:03-3896-2096

B-31 医療法人社団三奉会 井上病院

足立 山夫 先生

121-0813

足立区竹の塚５－１２−１１

電話:03-3884-5221
FAX:03-3860-7172

B-32 医療法人社団民政会 愛里病院

梅田 裕 先生

120-0025

足立区千住東１－２０－１２

電話:03-3888-7721
FAX:03-3888-7740

B-4 医療法人社団心和会 足立共済病院

B-11 友愛病院

B-16 医療法人社団苑田会 苑田第一病院
B-18 医療法人社団弘仁勝和会 勝和会病院

B-21 医療法人社団洪泳会 東京洪誠病院

B-24 社会医療法人社団医善会 いずみ記念病院
B-25 医療法人社団俊和会 寺田病院

診療所施設
医療機関名

代表者名

〒

住 所

連絡先

梅田 弘 先生

120-0003

足立区東和５－４－８

電話:03-3605-1860
FAX:03-3628-3749

本橋 幹生 先生

120-0005

足立区綾瀬２－４３－９

電話:03-3602-3085
FAX:03-3602-3085

120-0005

足立区綾瀬２－１０－２２
第２増田コーポ１０１号

電話:03-5629-6631

飯田 修史 先生

120-0012

足立区青井２－２４－８

電話:03-3880-1191
FAX:03-3880-1191

C-12 五反野渡辺整形外科

渡辺 寧 先生

120-0013

足立区弘道１－３－２７

電話:03-3840-1551
FAX:03-3840-2201

C-13 ハタ医院

秦 正夫 先生

120-0013

足立区弘道１－１４－２２

電話:03-3887-8946
FAX:3887-7621

C-15 医療法人社団寿泉会 旭医院

青木 哲 先生

120-0022

足立区千住旭町９－１５

電話:03-3888-3508
FAX:03-3888-3509

C-16 医療法人社団 佐野内科クリニック

佐野 善章 先生

120-0023

足立区千住旭町２９－７

電話:03-3882-9232
FAX:03-3881-8380

C-17 小沢内科胃腸科

小沢 卓夫 先生

120-0034

足立区千住１－３１－３

電話:03-3881-4645
FAX:03-3881-4647

C-19 萩原小児科内科医院

萩原 玲一 先生

120-0034

足立区千住１－３６－１３

電話:03-3881-3914
FAX:03-3888-5481

C-21 医療法人社団泰仁会 北川医院

石川 貴子 先生

120-0037

足立区千住河原町２２－６

電話:03-3881-0364
FAX:03-3881-0397

C-24 医療法人社団宏心会 六ツ木診療所

山下 俊樹 先生

121-0052

足立区六木１－４－１４

電話:03-3629-1661
FAX:03-3620-6170

谷 穣 先生

121-0061

足立区花畑３－３４－６

電話:03-3884-2800
FAX:03-3860-7007

C-27 医療法人社団英樹会 古沢クリニック

古沢 英紀 先生

121-0061

足立区花畑４－２３－１６

電話:03-3883-6180
FAX:03-3883-6189

C-28 医療法人社団容生会 増田クリニック

増田 勝彦 先生

121-0062

足立区南花畑５－１７－１

電話:03-3885-6837
FAX:03-3885-8619

C-29 医療法人社団浩祐会 栗山医院

栗山 浩子 先生

121-0064

足立区保木間１－２－１９

電話:03-3883-5605
FAX:03-3883-5830

小笠原 浩明 先生

121-0064

足立区保木間１－３７－２０

電話:03-5831-3550
FAX:03-5831-3073

中山 朋基 先生

121-0073

足立区六町１－１５－１０

電話:03-3884-6869
FAX:03-3884-6869

天沼 満 先生

121-0812

足立区西保木間４－５－１４ －２

電話:03-3883-8855
FAX:03-3885-5252

川本 良江 先生

121-0813

足立区竹の塚５－６－９

電話:03-3884-3892
FAX:03-3850-3918

C-35 堀内医院

堀内 誠 先生

121-0813

足立区竹の塚１－７－９

電話:03-3884-4747
FAX:03-3884-4747

C-36 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

電話03-3884-8888
FAX:03-3884-8707

C-37 竹内医院

竹内 誼 先生

121-0816

足立区梅島２－２３－９

電話:03-3852-1256
FAX:03-3880-8211

辻村 道将 先生

121-0816

足立区梅島２－２２−１１
誠和ビル１Ｆ

電話:03-5845-6661

髙本 雄幸 先生

121-0823

足立区東伊興３－２１－３

電話:03-5691-7077
FAX:03-5691-7076

池田 真一郎 先生

123-0841

足立区西新井５－３－２

電話:03-3898-8121
FAX:03-3898-8415

岡野 隆利 先生

123-0841

足立区西新井１－１１－４

電話:03-3898-4983
FAX:03-3898-4983

高橋 日出雄 先生

123-0841

足立区西新井５－１５－９

電話:03-3854-3031
FAX:03-3898-9225

C-4 梅田整形外科
C-6 医療法人社団 本橋医院
C-10 南綾瀬クリニック
C-11 足立外科胃腸内科医院

C-26 谷医院

C-30 医療法人社団容生会 ほきまクリニック
C-32 中山内科医院
C-33 医療法人社団慈正会 天沼医院
C-34 医療法人良知会 川本医院

C-38 辻村クリニック
C-40 医療法人社団あすは会 東伊興クリニック
C-41 池田医院
C-42 おかのクリニック
C-43 医療法人社団成風会 高橋クリニック

診療所施設
医療機関名

代表者名

〒

住 所

連絡先

福岡 靖介 先生

123-0851

足立区梅田８－１２－１０

電話:03-5681-5020
FAX:03-5681-5021

C-47 中西医院

中西 隆 先生

123-0852

足立区関原３－４４－７

電話:03-3848-3741
FAX:03-3849-0389

C-48 医療法人社団 橋本整形外科クリニック

橋本 聡 先生

123-0853

足立区本木２－１３－６－１Ｆ

電話:03-3887-7346
FAX:03-3849-2121

C-49 土屋医院

土屋 英之 先生

123-0854

足立区本木東町５－８

電話:03-3880-3146
FAX:03-3880-3146

C-50 鬼塚内科医院

鬼塚 卓明 先生

123-0855

足立区本木南町２１－１１

電話:03-3852-3901
FAX:03-5852-3905

C-51 東京ほくと医療生活協同組合 江北生協診療所

渡邉 郁夫 先生

123-0872

足立区江北２－２４－１

電話:03-3857-6636
FAX:03-5838-7417

C-52 医療法人社団清秀会 清原クリニック扇

清原 秀康 先生

123-0873

足立区扇２－４０－６

電話:03-5837-1600
FAX:03-5837-1620

C-53 医療法人社団幸順会 横井内科クリニック

横井 幸男 先生

123-0873

足立区扇３－１７－１３

電話:03-5691-4511
FAX:03-5691-4512

C-55 つのだ内科クリニック

角田 雅美 先生

123-0872

足立区江北７－１４－５

電話:03-5839-6705
FAX:03-5839-6706

C-56 内科・脳神経外科 西原クリニック

西原 哲浩 先生

123-0851

足立区梅田５－２５－３３

電話:03-5888-5288
FAX:03-5888-5225

C-57 医療法人社団明桜会 ハラダクリニック

原田 芳明 先生

121-0824

足立区西伊興４－９－１１

阿部 聡 先生

120-0037

足立区千住河原町２１－１０

電話:03-5813-5511
FAX:03-5813-5510

早川 貴美子 先生

121-0813

足立区竹の塚５－１２−１１

電話:03-3884-5221
FAX:03-3860-7172

谷口 泰之 先生

121-0075

足立区一ッ家４－５－１１

電話:03-3850-8721
FAX:03-3858-8777

入江 昭 先生

121-0813

足立区竹の塚１－３４－１３
第一原ビル１F

電話:03-5851-1666
FAX:03-5851-1667

123-0851

足立区梅田７－１８－１１

電話:03-5681-8130
FAX:03-5681-4712

121-0063

足立区東保木間２-１－１

電話:03-5831-6214
FAX:03-5831-6241

123-0003

足立区東和４－２０－８

電話:03-3605-7747
FAX:03-3605-0244

金 英宇 先生

123-0862

足立区皿沼１－２１－５

電話:03-3856-3817
FAX:03-3856-3817

鈴木 荘一 先生

120-0041

足立区千住元町３－５

電話:03-3882-8193
FAX:03-3882-0351

123-0845

足立区西新井本町１－１２－２３

電話:03-5839-8222
FAX:03-3839-8223

日向野 春総 先生

123-0845

足立区綾瀬３－２１－１５－１０１

電話:03-5682-7100
FAX:03-5682-7101

金子 昌夫 先生

120-0043

足立区千住宮元町１－１
ミヤモトビル

電話:03-3888-5567
FAX:03-3888-5568

C-46 医療法人社団福寿会 梅田診療所

C-58 阿部メディカルクリニック
C-59 医療法人社団三奉会 井上クリニック
C-60 社会医療法人社団慈生会 常楽診療所
C-61 医療法人社団東京朝日会 竹の塚あさひ医院
C-62 医療法人社団福寿会 福岡クリニック
C-63 医療法人社団容生会 ようせいクリニック

二木 勇 先生

C-64 医療法人財団ひこばえ会 セツルメント診療所
C-65 舎人公園クリニック
C-66 医療法人社団藤橘会 鈴木医院
C-67 医療法人社団 成和会 成和クリニック
C-68 ヒガノクリニック
C-69 金子整形外科内科

電話:03-5837-1515
柳原リハビリテーション病
FAX:03-5837-1919

