足立区『呼吸器疾患』情報ネットワーク参加施設(2017年3月31日）
基幹病院・地域がん診療連携拠点病院・区外病院施設
医療機関名

代表者

郵便番号

A-1 帝京大学附属病院

松谷 哲行

173-8605 板橋区加賀2-11-1

A-2 日本医科大学附属病院

清家 正博
（医局長）

113-8602 文京区千駄木1-1-5

前 昌宏

113-8567 荒川区西尾久2-1-10

A-3

東京女子医大東医療セ
ンター

A-4

がん感染症センター都立
堀尾 裕俊
駒込病院

住所

113-8677 文京区本駒込3-18-22

連絡先
電話：03-3964-1231（外科医局）
電話：03-3964-1211（病院代表）
電話：03-3964-9830（病診連携室）
FAX：03-3964-9849（病診連携室）
e-mail : hospital@med.teikyo-u.ac.jp
電話：03-3822-2131（内線：6551）
ＦＡＸ：03-5685-3075（呼吸器内科医
局）
電話：03-5814-6451（医療連携室）
ＦＡＸ：0120-807-880（医療連携室）
電話：03-3810-1111
FAX：03-3810-4064
電話：03-3823-2101（代）
FAX：03-3823-5433

足立区医師会呼吸器疾患中核病院
医療機関名

代表者

郵便番号

住所

連絡先

B-1 等潤病院

谷口 泰之

121-0075 足立区一ツ家4-3-4

B-2 水野記念病院

二村 明

123-0841 足立区西新井6-32-10

B-3 いずみ記念病院

小泉 蓉子

123-0853 足立区本木1-3-7

電話：03-5888-2111
FAX：03-5888-2112

B-4 博慈会記念総合病院

竹中 圭

123-0864 足立区鹿浜 5-11-1

電話：03-3899-1311（内線：7322）
FAX：03-3855-2851

FAX：03-3823-5433
電話：03-3896-8080
FAX：03-3854-5320

区内病院施設
医療機関名

代表者

郵便番号

住所

B-5 寺田病院

寺田 俊明

123-0856 足立区本木西町18-16

B-6 慈英会病院

金本 和男

123-0843 足立区西新井栄町2-8-6

B-7 足立十全病院

本多 純

121-0812 足立区西保木間3-20-2

B-8 勝楽堂病院

芦田 光則

120-0032 足立区千住柳町5-1

B-9 綾瀬病院

鈴木 拓也

120-0005 足立区綾瀬6-3-1

B-10 東京北部病院

荒武 寿樹

123-0872 足立区江北6-24-6

B-11 苑田第三病院

三戸 康義

121-0807 足立区伊興本町2-5-10

B-12 足立共済病院

山本 学

120-0022 足立区柳原1-36-8

連絡先
電話：03-3898-5231
FAX：03-3854-4172
電話：03-3889-1111
FAX：03-3852-0050
電話：03-3883-4857
FAX：03-3850-1390
電話：03-3881-0137
ＦＡＸ：03-3870-8720
電話：03-3605-3319
FAX：03-3605-8585
電話：03-3854-3181
FAX：03-3896-2096
電話：03-5837-5111
FAX：03-5837-5115
電話：03-3881-6116
FAX：03-3870-0684

診療所施設
医療機関名

代表者

郵便番号

住所

C-1 布川医院

布川 博永

120-0035 足立区千住中居町11-8

C-2 矢野内科クリニック

矢野 雄彦

123-0842 足立区栗原3-30-9

C-3 山一ビル内科クリニック

土屋 昌史

C-5 久勝医院

久勝 章司

120-0013 足立区弘道2-1-3

C-6 並木クリニック

並木 一信

123-0864 足立区鹿浜6-15-5

C-7 旭医院

青木 哲

120-0026 足立区千住旭町9-15

C-8 山崎内科クリニック

山崎 忠男

120-0034 足立区千住2-27ﾌﾘｰﾃﾞﾝﾍﾞﾙｸ

C-9 高橋医院
C-10 増田クリニック

高橋 和秋
増田 勝彦

121-0823 足立区伊興4-1-29
121-0062 足立区南花畑5-17-1

C-11 城北診療所

須藤 秀明

123-0852 足立区関原2-38-21

連絡先
電話：03-3879-7645

電話：03-3854-0823
電話：03-3884-8888
121-0815 足立区島根3-8-1山一第一ﾋﾞﾙ1F
FAX：03-3884-8707

電話：03-3889-4714
電話：03-5691-1122
FAX：03-5691-1124
電話：03-3888-3508
FAX：03-3888-3509
電話：03-3881-6565
FAX：03-3881-6739
電話：03-3899-1323
電話：03-3885-7837
電話：03-3840-5474
FAX：03-3840-5475

足立区扇2-46-13ｹｰｱﾝﾄﾞｴｰ高野 電話：03-3855-9233
ﾋﾞﾙ
FAX：03-3855-9234
電話：03-3883-8855
足立区西保木間4-5-14-2
FAX：03-3885-5252
電話：03-3605-3688
足立区大谷田3-16-12
FAX：03-3605-3696
電話：03-3890-0971
足立区西新井本町2-2-1
FAX：03-3890-6693
電話：03-3889-5228
足立区西竹の塚2-10-15
FAX：03-3896-3831
電話：03-3852-1122
足立区関原3-44-7
FAX：03-3849-0389
足立区千住大川町37-2
電話：03-3881-5378
電話：03-5851-7666
足立区竹の塚5-7-10森屋ﾋﾞﾙ2F
FAX：03-5851-7665
電話：03-3898-8121
足立区西新井5-3-2
FAX：03-3898-8415

C-12 高野クリニック

布施 暁一

123-0873

C-13 天沼医院

天沼 満

121-0812

C-14 東川医院

東川 泰之

120-0001

C-15 田中医院

田中 祥博

123-0845

C-16 遠藤医院

遠藤 滋

121-0822

C-17 中西医院

中西 隆

123-0852

C-18 千住中央診療所

山本 亘

120-0031

C-19 井上てるクリニック

井上 信慶

121-0813

C-20 池田医院

池田 真一郎 123-0842

C-21 つのだ内科クリニック

角田 雅美

C-22 井上クリニック

早川 貴美子 121-0813 足立区竹の塚5-11-8

C-23 渡邊内科外科医院

渡邊 亨

C-24 西川クリニック

川村 富美子 120-0003 足立区東和2-16-3

電話：03-3605-3333
FAX：03-3605-3379

C-25 竹ノ塚診療所

小川 眞広

121-0813 足立区竹の塚1-39-14-101

電話：03-3884-5451
FAX：03-3884-5453

C-26 松下胃腸科外科

久賀 佳代

123-0843 足立区西新井栄町3-16-17

電話：03-3886-6616
FAX：03-3886-6612

C-27 五反野渡辺整形外科

渡辺 寧

123-013 足立区弘道1-3-27

電話：03-3840-1551
FAX：03-3840-2201

C-28 ほきまクリニック

増田 勝彦

121-0064 足立区保木間1-37-1

電話：03-5831-3550
FAX：03-5831-3073

C-29 清原クリニック扇

清原 秀康

123-0873 足立区扇2-40-6

電話：03-5837-1600
FAX：03-5837-1620

C-30 東伊興クリニック

髙本 雄幸

121-0801 足立区東伊興3-21-3

電話：03-5691-7077
FAX：03-5691-7076

C-31 井上医院

小沼 恵美

121-0064 足立区保木間1-31-10

電話：03-3858-1500

121-0831 足立区舎人2-19-18

電話：03-3889-1600
FAX：03-3899-7111

C-32 博慈会田園クリニック

123-0872 足立区江北7-14-5

120-0015 足立区足立4-22-15

電話：03-5839-6705
FAX：03-5839-6706
電話：03-3850-5771
FAX：03-3884-5221
電話：03-3840-2960

C-33 中居町クリニック

都築 秀至

120-0033 足立区千住寿町3-5

電話：03-3881-3778
FAX：03-3881-3245

C-34 おくだクリニック

奥田 隆博

120-0012 足立区青井2-4-10ﾘﾊﾞｰｼﾃｨⅡ1F

電話：03-5845-3512
FAX：03-5845-3513

C-35 江北クリニック

朝日 良一

123-0872 足立区江北6-30-20

電話：03-3854-3123

C-36 けいあいクリニック

榊原 裕司

120-0001 足立区大谷田5-18-12

電話：03-5682-7232
FAX：03-5682-7233

C-37

井川内科消化器クリニッ
井川 守仁
ク

121-0815

足立区島根1-11-5ｼｬﾝﾄﾞｳﾞｨﾗｰｼﾞｭ 電話：03-5851-2800
1F
FAX：03-5851-2805
電話：03-5837-1515
FAX：03-5837-1919
電話：03-3850-8721
FAX：03-3850-8777

C-38 ハラダクリニック

原田 芳明

121-0824 足立区西伊興4-9-11

C-39 常楽診療所

伊藤 雅史

121-0075 足立区一ツ家4-5-11

C-40 冨田内科医院

冨田 基治

121-0075 足立区一ツ家1-20-9

電話：03-3883-3230

C-41 ルミナス内科クリニック

斉藤 貴秀

足立区西新井1-38-11ｵﾘｴﾝﾄ第6
123-0841
ﾋﾞﾙ103

C-42 保塚診療所

日野 いづみ 121-0072 足立区保塚町18-15

電話：03-5837-2577
FAX：03-5837-2578
電話：03-3858-3822
FAX：03-3858-3837

C-43 北綾瀬クリニック

棚木原 浩二 120-0003 足立区東和5-12-13小田萬ﾋﾞﾙ2F 電話：03-5613-1720
電話：03-3882-7878
吉田 宏重
120-0022 足立区柳原1-31-14
FAX：03-3882-0345

C-44 吉田医院

C-45 島田整形外科

島田 忠彦

121-0012 足立区青井5-5-10

電話：03-3840-0684

C-46 六ツ木診療所

山下 俊樹

121-0052 足立区六木1-4-14

電話：03-3629-1661

C-47 北足立生協診療所

渡邉 隆将

121-0836 足立区入谷3-1-5

電話：03-3896-9971

C-48 おおしま内科クリニック

大島 光子

120-0003 足立区東和5-8-11

電話：03-5697-0051

C-49 土屋医院

土屋 英之

123-0854 足立区本木東町5-8

電話：03-3880-3146

C-50 伊興医院

山田 冬樹

121-0823 足立区伊興3-6-22

C-51 柳原診療所

山内 常男

120-0022 足立区柳原1-25-15 藤岡ﾋﾞﾙ1F

C-52 渡辺整形外科

渡辺 熙

120-0005 足立区綾瀬4-4-9

電話：03-3899-6011
電話：03-3882-3731
FAX：03-3882-2388
電話：03-3605-2561

C-53 鈴木医院

鈴木 荘一

120-0041 足立区千住元町３－５

C-54 佐野内科クリニック

佐野 善章

120‐0026 足立区千住旭町２９－７

C-55 江本眼科

江本 有子

120-0026 足立区千住旭町42-2

C-56 北川医院

北川 泰久

120-0037 足立区千住河原町22-6

C-57

鈴木内科胃腸科クリニッ
鈴木 保永
ク

C-58 金子整形外科内科

金子 昌夫

電話：03-3882-8193
電話：03-3882-9232
FAX: 03-3881-8380
電話：03-6806-1002
FAX: 03-6806-1003

電話：03-3881-0364
FAX: 03-3881-0397
電話：03-3881-0857
120-0044 足立区千住緑町2-10-5
FAX: 03-3870-0025
電話：03-3888-5567
120‐0043 足立区千住宮本町1－1 ミヤモトビル
FAX: 03-3888-5568

