
医療機関名 医療機関住所 電話番号

木村病院 荒川区南千住1-1-1 5615-2111
石橋内科歯科医院 荒川区南千住1-1-21 3891-0896

上野小児科医院 荒川区南千住1-13-22 三ノ輪駅前ビル203 3806-4970

磯医院 荒川区南千住1-56-10 3807-8171

茂澤メディカルクリニック 荒川区南千住3-4-1 3891-1951

かどた内科クリニック 荒川区南千住4-7-1　ＢｉＶｉ南千住３F 5604-1517

南千住病院 荒川区南千住5-10-1 3806-2232

角田クリニック 荒川区南千住5-18-11 3806-8172

南千住内科クリニック 荒川区南千住5-31-6 5615-5311

金子医院 荒川区南千住6-47-11 3891-2945

久木留医院 荒川区南千住6-53-8 3891-4639

南千住つのだ医院 荒川区南千住6-65-12 3802-0023

ハートクリニック南千住 荒川区南千住7-1-1 アクレスティ南千住305 5604-0810

土屋クリニック 荒川区南千住7-12-15 3806-9029

しらひげ西クリニック 荒川区南千住8-3-2-101 3801-6676

荒木記念東京リバーサイド病院 荒川区南千住8-4-4 5850-0311

東京ほくと医療生協　汐入診療所 荒川区南千住8-10-3-101 3807-2302

水野クリニック 荒川区荒川1-49-2 サクラハイツ2F 3891-0219

赤池医院 荒川区荒川2-6-1 3803-4161

佐藤クリニック 荒川区荒川2-53-1 3891-5828

飯土用内科 荒川区荒川3-23-13 3891-5858

サン内科循環器クリニック 荒川区荒川4-1-1 5604-9271

荒川生協診療所 荒川区荒川4-54-5 3802-2601

岡田病院 荒川区荒川5-3-1 3891-2231

とかの医院 荒川区荒川5-11-18 6458-3620

竹内病院 荒川区荒川6-7-8 3892-7771

大泉クリニック 荒川区荒川6-41-4 カリーノ町屋ビル1Ｆ 3895-7231

日野クリニック 荒川区荒川7-44-5 3892-4530

町屋マークスタワークリニック 荒川区荒川7-46-1-208 6807-7415

堀メディカルクリニック 荒川区町屋1-1-9 メディウム町屋 2F 3895-5400

陳内科クリニック 荒川区町屋1-1-9 メディウム町屋 5F 3800-2700

さいとうクリニック 荒川区町屋2-6-14 3892-3125

高橋医院 荒川区町屋3-2-10 3810-5665

町屋整形外科 荒川区町屋3-9-12 町屋ビル1Ｆ 3800-2727

町屋小児科内科医院 荒川区町屋3-22-3 3809-1515

寺田クリニック 荒川区町屋3-23-14 3892-5725

木田医院 荒川区町屋3-27-9 3819-3123

山本医院 荒川区町屋4-8-4 3895-5365

上智クリニック 荒川区町屋4-9-10 3892-4514

小沼医院 荒川区町屋6-19-15 3895-6603

武田内科小児科クリニック 荒川区町屋8-7-2 3892-5324

荒川病院 荒川区町屋8-20-3 5901-1171
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たいら整形外科 荒川区東尾久1-31-10　高六商事ビル1Ｆ 6807-7505

熊野前医院 荒川区東尾久3-19-8 3819-2535

中村内科・小児科医院 荒川区東尾久4-17-1 3893-5796

野原医院 荒川区東尾久4-46-16 3893-8363

東尾久耳鼻咽喉科・アレルギー科 荒川区東尾久5-23-5 6240-8741

冨田医院 荒川区東尾久5-39-13 尾久プラザ1F 3810-2213

小原医院 荒川区東尾久6-8-5 3895-8341

熊野前かと内科医院 荒川区東尾久6-39-13 6677-5400

熊野前にしむら内科クリニック 荒川区東尾久8-14-1-201 5855-7555

尾久橋医院 荒川区東尾久8-19-2 3800-3020

いがらしクリニック 荒川区西尾久1-32-16 3800-9629

宮の前診療所 荒川区西尾久2-3-2 3800-7111

紅露医院 荒川区西尾久2-26-7 3894-6651

小島医院(西尾久） 荒川区西尾久2-35-1 3893-7355

鈴木こどもクリニック 荒川区西尾久3-21-5 ＡＹビル1Ｆ 5855-3030

まる福ホームクリニック 荒川区西尾久4-27-3 6807-9810

佐藤病院 荒川区西尾久5-7-1 3893-6525

西尾久クリニック 荒川区西尾久6-15-5 3800-1717

尾久駅前内科クリニック 荒川区西尾久7-25-3 5855-0979

三ノ輪病院 荒川区東日暮里1-4-3 3803-2355

小山内科医院 荒川区東日暮里1-5-10-3A 5850-2030

日暮里上宮病院 荒川区東日暮里2-29-8 3891-5291

東日暮里クリニック 荒川区東日暮里3-24-16-101 5811-6635

くれ内科医院 荒川区東日暮里3-42-8 5811-7575

やたがいクリニック 荒川区東日暮里4-6-3 今井ビル4F 5850-6166

髙井医院 荒川区東日暮里4-26-7 3807-8131

吉田医院 荒川区東日暮里4-36-23 3891-5760

リーデンスタワークリニック 荒川区東日暮里5-16-3-201 5850-1661

加藤小児科内科医院 荒川区東日暮里5-44-1 3803-3377

ぜんそくと肺のクリニック 荒川区東日暮里5-48-2　第一ビル2F 3801-1159

東京日暮里たんのハートクリニック 荒川区東日暮里5-50-18 第2松本ビル3F 3806-1810

ことり訪問診療所 荒川区東日暮里5-52-6 折原ビル4F 5604-9545

みかわしまタワークリニック 荒川区東日暮里6-1-1-2F　 3806-1133

稲富医院 荒川区東日暮里6-42-5 3807-0288

春田内科医院 荒川区東日暮里6-50-14 3891-1062

蓮沼医院 荒川区東日暮里6-51-8 3891-1170

日暮里医院 荒川区東日暮里6-60-4 3806-0345

あべクリニック 荒川区東日暮里6-60-10 日暮里駅前中央ビル5F 5810-7808

関川病院 荒川区西日暮里1-4-1 3803-5151

おいぬま内科 荒川区西日暮里1-52-1 3807-0328

細井胃腸科クリニック 荒川区西日暮里1-59-11 3805-4151

白十字診療所 荒川区西日暮里2-19-10 日暮里ＫＳビル3Ｆ 3802-3911

日暮里健診プラザ 荒川区西日暮里2-20-1 ステーションポートタワー4F 5850-1700

いしかわ日暮里クリニック 荒川区西日暮里2-26-9ＳＴビル1Ｆ 5850-5071

日暮里内科・糖尿病内科クリニック 荒川区西日暮里2-26-12　ガーネットビルビル2Ｆ 5838-6970

小林医院 荒川区西日暮里4-16-10 3821-3846

小堀クリニック 荒川区西日暮里5-11-8 三共セントラルプラザ7Ｆ 3805-8181

ひろせ内科外科クリニック 荒川区西日暮里5-27-2 グリーンリーフオオツカ2F 3803-6260

小島医院（西日暮里） 荒川区西日暮里6-57-2 3893-8569
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