足立区『消化管』情報ネットワーク参加施設
基幹病院
医療機関名

代表者名

郵便番号

住所

連絡先

住所

連絡先

病院/有床診療所施設
医療機関名

代表者名

郵便番号

B-3 勝楽堂病院

安西 晃紀 先生

120-0032

東京都足立区千住柳町５－１

電話 03-3881-0137

B-5 鈴木内科胃腸科クリニック

鈴木 保永 先生

120-0044

東京都足立区千住緑町２－１０－５

電話 03-3881-0857

B-6 友愛病院

山田 和江 先生

121-0061

東京都足立区花畑４－３３－８

電話 03-3884-1235

B-7 等潤病院

村山 静子 先生

121-0075

東京都足立区一ツ家４－３－４

電話 03-3850-8711

B-8 井上クリニック

加藤 博司 先生

121-0813

東京都足立区竹の塚５－１１−８

電話 03-3884-7057（直）

B-9 井上病院

加藤 博司 先生

121-0813

東京都足立区竹の塚５－１２－１１

電話 03-3884-7057（直）

B-10 苑田第一病院

横山 春香 先生

121-0813

東京都足立区竹の塚４－１－１２

電話 03-3850-5721

B-11 西新井大腸肛門科

久保田 至 先生

121-0815

東京都足立区島根３－７－１３

電話 03-3883-2020

北山 志津加 先生

123-0841

東京都足立区西新井６－３１－１５

電話 03-3898-9377（直）

B-14 慈英会病院

柴田 公和 先生

123-0843

東京都足立区西新井栄町２－８－６

電話 03-3889-1111

B-16 いずみ記念病院

浅野 光彦 先生

123-0853

東京都足立区本木１－３－７

電話 03-5888-2113（直）

B-18 博慈会記念総合病院

池島 和義 先生

123-0864

東京都足立区鹿浜５－１１－１

電話 03-3896-0600（直）

B-19 敬仁病院

柳沼 征人 先生

123-0865

東京都足立区新田２－１８－６

電話 03-3913-3106

B-20 東和病院

山本 保博 先生

120-0003

東京都足立区東和４－７－１０

電話 03-3629-8111

B-13 水野記念病院

医院/クリニック/無床診療所施設
医療機関名
C-2 けいあいクリニック

代表者名

郵便番号

住所

連絡先

榊原 裕司 先生

120-0001

東京都足立区大谷田５－１８－１２

電話 03-5682-7232

C-4 渡辺整形外科

渡邊 熙 先生

120-0005

東京都足立区綾瀬４－４－９

電話 03-3625-2561

C-7 健愛クリニック

増子 忠道 先生

120-0023

東京都足立区千住曙町３７－８

電話 03-5813-1805

C-8 旭医院

青木 哲 先生

120-0026

東京都足立区千住旭町９－１５

電話 03-3888-3508

C-10 千住中央診療所

山本 亘 先生

120-0031

東京都足立区千住大川町３７－２

電話 03-3881-5378

C-11 中居町クリニック

都築 秀至 先生

120-0033

東京都足立区千住寿町３－５

電話 03-3881-3778

C-13 山崎内科クリニック

山﨑 忠男 先生

120-0034

東京都足立区千住２－２７

電話 03-3881-6565

C-15 金子整形外科内科

金子 昌夫 先生

120-0043

東京都足立区千住宮元町１－１－１
宮元ビル１Ｆ

電話 03-3888-5567

矢吹 晉 先生

121-0012

東京都足立区青井４－２９－２３

電話 03-5888-3673

C-18 つくしクリニック

松尾 哲也 先生

121-0062

東京都足立区南花畑３－１８－１８

電話 03-3884-0656

C-19 増田クリニック

増田 勝彦 先生

121-0062

東京都足立区南花畑５－１７－１

電話 03-3885-7206

C-22 中山内科医院

中山 朋基 先生

121-0073

東京都足立区六町１－１５－１０

電話 03-3884-6869

C-23 久光クリニック

石田 隆雄 先生

121-0075

東京都足立区一ツ家２－２０－１０
ウインザーパレス１Ｆ

電話 03-5831-0502

天沼 満 先生

121-0812

東京都足立区西保木間４－５－１４－２

電話 03-3883-8855

C-25 竹ノ塚診療所

山本 義信 先生

121-0813

東京都足立区竹の塚１－３９－１４－１０１

電話 03-3884-5451

C-26 島根クリニック

西村 秀司 先生

121-0815

東京都足立区島根１－１３－１４

電話 03-3883-8375

C-27 山一ビル内科クリニック

有野 亨 先生

121-0815

東京都足立区島根３－８－１
山一ビル島根２－１Ｆ

電話 03-3884-8888

C-28 あおば内科総合診療クリニック

長野 真 先生

121-0816

東京都足立区梅島１－４－４
志村ビル２Ｆ

電話 03-5879-2489

C-30 遠藤医院

遠藤 滋 先生

121-0822

東京都足立区西竹の塚２－１０－１５－１Ｆ

電話 03-3899-5228

C-31 伊興医院

山田 冬樹 先生

121-0823

東京都足立区伊興３－６－２２

電話 03-3899-6011

C-32 三上内科クリニック

三上 哲弥 先生

121-0823

東京都足立区伊興４－３－３

電話 03-5837-3741

C-36 田中医院

田中 祥博 先生

123-0845

東京都足立区西新井本町２－２－１

電話 03-3890-0971

C-40 並木クリニック

並木 一信 先生

123-0864

東京都足立区鹿浜６－１５－５

電話 03-5691-1122

大森 淳 先生

123-0871

東京都足立区椿１－６－１３

電話 03-3890-1860

C-42 清原クリニック

清原 秀康 先生

123-0873

東京都足立区扇２－４０－６
アクアハイツ１Ｆ

電話 03-5837-1600

C-43 草野クリニック

草野 智之 先生

123-0873

東京都足立区扇３－２５－８

電話 03-5838-2886

C-44 佐野内科クリニック

佐野 善章 先生

123-0026

東京都足立区千住旭町２９－７

電話 03-3882-9232

C-45 久勝医院

久勝 章司 先生

120-0013

東京都足立区弘道２－１－３

電話 03-3889-4714

C-16 青井診療所

C-24 天沼医院

C-41 椿１丁目内科クリニック

