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NO 氏　　名 医　療　機　関　名 住　　所 電　話

1 部坂弘彦 部坂耳鼻咽喉科医院 駒込1-29-1 3946-2087

2 細谷眞澄 安井医院 駒込1-44-1 3941-5677

3 高橋　望 高橋クリニック 駒込2-12-11 古川ﾋﾞﾙ2F 5907-7311

4 渡邉威之 駒込北口クリニック 駒込2-3-6 3949-2177

5 野田　誠 野田さくらハートクリニック 駒込4-15-19 3915-5500

6 大和　剛 幸和クリニック 駒込6-33-17 3917-8105

7 小林裕太郎 小林内科クリニック 巣鴨1-4-1 5977-8070

8 空閑和人 巣鴨クリニック 巣鴨2-4-2 岡田ﾋﾞﾙ301 3918-1666

9 松田弘之 司生堂クリニック 巣鴨3-33-3 3910-8181

10 加川　正 巣鴨医院 巣鴨4-22-4 5567-1955

11 田口享子 山口病院 西巣鴨1-19-17 3915-5885

12 仙石耕一 仙石クリニック 西巣鴨1-21-4 3576-5858

13 藤本尚資 藤本医院 西巣鴨1-9-1 5974-1577

14 月本　正 月本診療所 西巣鴨2-1-16 3918-6272

15 上川床裕 一心病院 北大塚1-18-7 3918-1215

16 山田素行 大塚山田脳神経外科クリニック北大塚2-10-5 BMAﾋﾞﾙ3Ｆ 5961-0533

17 山下　巖 山下診療所大塚 北大塚2-13-1 GHYﾋﾞﾙ5F 3910-6711

18 長谷川久芳 山下診療所大塚 北大塚2-13-1 GHYﾋﾞﾙ6F 3910-6711

19 小田中佳子 伊藤内科小児科医院 北大塚2-17-12 3918-4074

20 中尾文雄 さかつげ医院 南大塚1-27-16 3946-7278

21 渡邉伸介 渡辺胃腸科医院 南大塚1-53-1 3943-6371

22 三上千景 大塚第一診療所 南大塚2-25-20 3941-0888

23 岡本　完 南大塚クリニック 南大塚2-41-9 坂本ﾋﾞﾙ1F 3943-7277

24 内田栄一 大塚・栄一クリニック 南大塚3-45-5 ｻﾝﾕｰｽﾋﾞﾙ１階 3987-8110

25 仲谷弘明 なかやクリニック 上池袋2-44-7 3917-1888

26 古賀規貴 こがクリニック 上池袋4-47-4 ﾘﾚﾝﾄ上池袋PT2 704号 5972-1465

27 池田彰宏 宏池神経外科・内科診療所 東池袋2-19-2　第2八千代ﾏﾝｼｮﾝ101 3985-3854

28 水庭弘進 水庭クリニック 東池袋2-55-4 3971-7057

29 林　　保 林胃腸科・外科クリニック 東池袋3-1-1　ｻﾝｼｬｲﾝ60ﾋﾞﾙ7F 3988-5700

30 髙橋清輝 高橋診療所 東池袋5-27-8 3971-0585

31 田村　仁 田村医院 池袋本町1-45-16 3971-4922

32 宮川裕子 岡田医院 池袋本町2-32-8 3982-6051

33 網野明子 佐藤医院 池袋本町3-22-4 3971-6693

34 猪狩和子 耳鼻咽喉科北川医院 南池袋2-12-9 3971-5521
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35 大木英二 大木医院 南池袋2-19-4 5391-7886

36 山本聡子 i クリニック 南池袋2-27-4 青柳池袋駅前ﾋﾞﾙ2Ｆ 6914-1906

37 山﨑有啓 池袋ドルフィンクリニック 南池袋2-45-3 としまｴｺﾐｭ-ｾﾞﾀｳﾝ2F 5904-8177

38 久保信彦 あずま通りクリニック 南池袋3-18-34-101 3982-7203

39 山根明子 池袋大久保医院 西池袋1-43-5 3987-3785

40 末延清志 末延医院 西池袋3-10-14 3986-4015

41 野垣讓二 ノガキクリニック 西池袋3-22-13 丸栄ﾋﾞﾙ2F 3980-6150

42 桐野有爾 桐野医院 西池袋5-27-15-101 3957-4305

43 北野新弓 池袋２丁目医院 池袋2-53-8　秋島ﾋﾞﾙ3F 3981-9505

44 石井　宏 たじま医院 池袋2-61-5 3971-0388

45 中村　卓 関野臨床薬理クリニック 池袋3-28-3 5396-4530

46 阿部俊夫 阿部医院 池袋3-70-1 3971-5570

47 土屋淳郎 土屋医院 池袋4-17-10 3971-1848

48 松村恭子 松村循環器科医院 池袋4-34-8 3971-3037

49 平井貴志 平井医院 雑司が谷1-26-10 3971-8064

50 川口洋祐 川口クリニック 雑司が谷1-9-7 5396-8036

51 高岡和彦 鬼子母神診療所 雑司が谷3-3-17 3984-6821

52 清水　充 清水クリニック 雑司が谷3-7-3 3980-8182

53 大塚大輔 鶉山医院 雑司が谷3-8-10 ｾﾚﾅ目白雑司が谷101 3982-1331

54 南郷　清 南郷医院 高田1-19-21 3971-2812

55 島本悦次 大同病院 高田3-22-8 3981-3213

56 中本　譲 高田馬場病院 高田3-8-9 3971-5114

57 岡野　晃 目白おかの内科 目白3-16-15 茜ﾋﾞﾙ1F 5988-3363

58 内田暁彦 目白ＭＭクリニック 目白3-4-12 Ｅ＆Kﾋﾞﾙ5Ｆ 6915-3250

59 古明地　孝 古明地医院 南長崎1-16-17 3951-6808

60 河島典子 河島医院 南長崎1-25-8 3951-6016

61 井口裕章 井口クリニック 南長崎2-5-12 5988-7595

62 込山賢次 南長崎こみ山医院 南長崎3-14-17 3953-0086

63 平間石根 平間医院 南長崎3-39-13 3951-3361

64 本阿弥妙子 本阿弥医院 南長崎4-24-12 3953-1411

65 北堀和男 きたほり内科クリニック 南長崎4-5-20　ｱｲﾃﾗｽ落合南長崎3Ｆ 3565-7710

66 城田　裕 城田医院 南長崎5-5-2 3950-0776

67 柳沢亮二 柳沢医院 南長崎6-21-21 3951-5107

68 武藤　敬 武藤クリニック 長崎1-22-11 3957-7065

69 寺田壮治 寺田クリニック 長崎2-27-19 3957-4567

70 衞藤公治 衞藤医院 長崎2-3-19 3957-2284
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71 永島幸枝 ながしま脳外科・内科クリニック長崎3-19-14　ﾐｻﾞｰﾙﾋﾞﾙ1F 5917-6850

72 進士英子 進士医院 長崎4-14-14 3959-0525

73 進士雄二 進士医院 長崎4-14-14 3959-0525

74 髙﨑　亮 豊島長崎クリニック 長崎4-25-15 6905-8682

75 出頭裕元 しゅっとう医院 長崎4-7-12 相澤ﾋﾞﾙ1階 3958-7200

76 遠藤正之 吾妻医院 長崎6-2-12 3957-5502

77 田渕　徹 田渕医院 千早2-32-18 3972-5787

78 吉澤明孝 要町ホームケアクリニック 要町1-11-11－203 3957-7501

79 守矢士郎 守矢クリニック 要町2-7-14 5995-5551

80 原　秀雄 原内科クリニック 高松2-48-7 3955-2219

81 清水拡行 清水医院 高松2-56-7 3955-5308

3／3ページ　　


