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内…・……‥…………… 内科  

呼・r……‥－……‥… 呼吸器科  

消…‥＝…・………・消化器科  

循………………… 循環器科  

小………………・…・小 児科  

精…………………… 精神科  

心内…………・心療内科  

神…・…・ ……‥… 神経科  

神内…‥＝………‥ 神輝内科  

限…・ 眼科  

． 耳鼻咽喉科  

気…………L…‥ 気管食道科  

皮泌i……・＝‥ 皮膚泌尿器科  

皮‥‥‥‥……・…・・‥‥ 皮膚科  

小皮・………‥・・・一 小児皮膚科  

泌……‥…………・泌尿器科  
性…‥………・・‥…… 性病科  

肛…………………… 肛門科  

歯‥・…………………… 歯科  

矯正……………… 矯正歯科  

小歯‥・…・…‥・…・小 児歯科  
理・‥……………理学診療科  

放‥‥‥……・‥‥‥‥ 放射線科  

麻…………………… 麻酔科  

アレルギー…アレルギー科  

リウマチ……… リウマチ科  

リハ…‥t……… リハビリ科  

（医）……… 医療法人社団  

（財）………・財団法人  

糖‥…… ・…・糖尿病外来  

文京区全図  
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は じ め に   はじめに ………‥‥  

目次・一覧表の見方…‥  

索引  

地域病院一覧 ‥‥‥…‥  

かかりつけ医をもとう …  

吉羽・小日向・水道・関口  

この度文京区民の皆様のために、「文京区のかかりつけ医マップ」を改訂いたしま  

した。   

このマップは、これまで三回にわたり発刊いたしましたが、その後新しい医療機  

関がいくつか誕生し、また、診療科目や診療時間などが変更になったりすることも  

あり、実態に合わせつつ区民の皆様の使いやすさや分かりやすさを考え、“2007  

年版”として発刊することになりました。   

少子高齢化がますます進み、「医療制度改革」や「介護保険法の改正」等が展開さ  

れる中、地区医師会においては、‘‘地域医療連携の重要性’’や“安全で賓の高い医療・  

保健・福祉のサービスの提供”を目指すとともに、地域ケアを支える“かかりつけ  

医機能の充実・向上’’に努めております。   

多くの文京区民の皆様が、このマップを利用されて“安心と信頼、身近で適確な  

医療”を持つ「かかりつけ医」に受診されることをお勧めいたしますゎ  

小石川医師会会長  

浅 野 芳 雄   

外科  

整………………… 整形外科  

形‥………………・t 形成外科  

美………………… 乗車外科  

脳………………… 脳神経科  

脳外………‥・∵ 脳神経外科  

呼外………‥‥・ 呼吸器外科  

呼内＝…………・ 呼吸器内科  

心外・…………‥ 心臓血管科  

小外…‥‥…＝…・小 児外科  

産婦……………… 産婦人科  

産…‥…‥＝…‥‥＝…… 産科  

婦……・・……………・ 婦人科  

小石川・春日・後楽  
千石・白山・…‥…  

本駒込 …‥……・…  

根津・千駄木 ‥  

15   

17   

19  

・・21  

西片・向丘  

休日診療・医療機関案内  
役立つ連絡先 …‥…・…  ‥ 29  

●赤色（社）小石川医師会会員  

●緑色（社）文京区医師会会員   

「舶  
000医院  

地図塵で壱鱒層号を探  

し、佗辟をご様逆下さい。  
文京区医師会と小石川医師会にはそれぞれ約100件の医療機関があります。  

「文京区のかかりつけ医マップ」は文京区内の医師会会員の医療機関をご紹介してい  

る小冊子です。   

我々医師会貞は社会から信頼される医師・良質で優れた医療を提供できる医師と  

なるよう、また区民の皆様方から信頼されるかかりつけ医となるように、日夜努力  

し研鎮を積んでおります。   

このマップをご利用いただけば、必ずご自分にあったすばらしいかかりつけ医が  

見つかることと思います。   

この「文京区のかかりつけ医マップ」は、2年に一度改版しており、区民の皆様  

はもちろん、会員や関係医療機関の方々にも使いやすい小冊子となるように、また  

確実引育報をご提供できるように、関係者一同努力しております。   

万一不備な点などありましたら、ご遠慮なく医師会までお知らせください。  

C－2一地図上の位置座壌  

診療科日ヰ内・小 医師／文京太郎  
－6：00～18：00  

診婿坪・紬疇噂→＝…  

嫡純一穐〆鶉・日・現  
住所－00ト6－6（〒‖2－0006）  

阻・軌魁巨－1圧3888－8888 皿3888一名887  

※左側に病院名、右側に地図（一部地図のページの病院名があります）  

※文京区全図を9分割。各地域ごとに色わけをし、ページも同じ色にしています。小さな全体図も各地図   

に掲載しています。  

※一覧表の番号と地図の番号を照らし合わせ、病院の場所をご確認頂けます。  

文京区医師会会長  

近 藤 秀 弥  
注：1．掲載した医療機関は、平成19年9月現在のもので、  

（社）小石川医師会・（社）文京区医師宅会皐です。   

2．診療暗闘は、変更す尋場合があり硬すので電話等で  
ご確認ください。’  
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罰㌻‾  
寺田医院…………………‥∴ ト・； つ－3  

伝通院クリニック……・ 拙jA‾2  

東京医科歯科大学医学部附属病院  

さい  

蕪駒込医院‥……・………・‥  P19◎C－1  

P19◎C－2  

P130B－3  

P21† ヨー2  

P210A－1  

P25◎A－3  

P15甘A－3  

P25◎B－3  

Pll♪C－3  

P270C－3  

P170C－3  

P26旺A－2  

Pl■  B－2  

斎藤医院  
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P150C－3  
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P190A－2  
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P250B－2  
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春日クリニック…・……‥…  

春日クリニック第二‥…‥‥  

かすが耳鼻咽喉科…‥……・  

かせだクリニック…‥‥・・…  

あ行  

相田医院……‥‥‥……‥‥‥  
「 ‾ ‾ ‾  

P2∈ lB－3   

PlllC－3   

Plフ IB－2   

P2∈ lB－3  

P210B－3  

P25◎B－2  

PllO C－2  

P270B－3  

P250B－3  

P230B－3  

Plト◎B－2  

PllO B－3  

P250B－3  

P15  B－3  

P230B－3  

Pll．C－3  

東京健生病院……………… Plこ Ic－2  

東京大学医学部附属病院・‥ P211C－2  

東京都立大塚病院………‥  lB－2  

東京都立駒込病院………‥・ 「∠・九c－2  

動坂クリニック……………  Pll＿】－1  

トータルライフクリニック本郷内科  

酒井医院  青木医院  

坂口医院……‥‥‥‥・・…・…・  

さかた皮膚科‥…・・…・……・  

赤池耳鼻咽喉科医院………  

飯田医院‥……・・……・…・‥・  
かたいし  

堅石医院  

桜皮膚科  

佐野眼科  

加藤診療所…………・……‥  

加藤内科胃腸科クリニック…  

金沢耳鼻咽喉科クリニック…  

かみやレディースクリニック…  

猪狩医院  

石川クリニック………‥‥‥  

石原医院…‥……………・…  

いずみ内科クリニック……  

いちみや 一宮クリニック・…‥………  

いわさわ眼科医院…‥…‥‥  

岩瀬クリニック‥＝‥…‥…・  

P25◎B－4  

P19◎B－3  

P15 診C－4  

P13 論A－3  

Pll 〕－3  

澤田医院‥…・…・…‥‥・……  

澤田こどもクリニック・…‥  

慈愛病院………・‥…………  

●●■●●■●■ ●●●●●●●●●●●●●● ■●■● ●●●●●■●   

とくなが耳鼻咽喉科…‥…・  

宮坂診療所‥‥‥・・…………・  

友成第二医院‥…・‥…‥…‥  

友成整形・形成外科‥‥…‥  

豊田耳鼻咽喉科クリニック  

清原医院  
くまがい  
熊谷眼科‥………‥‥‥‥…‥  

クマモトクリニック・…‥…  

渋谷眼科  

順天堂大学医学部附属順天堂医院  
うえた  

上田医院  P25【lB－4  

P21◎A－2  

P130C－3  

P170A－3  

P251 B－1   

Plll B－4   

P191 B－1  

P150B－4  

Pll◎C－2  

P270C－3  

PllO C－4  

P15◎B－3  

P130A－2  

P17◎B－2  

P21◎A－2  

P21◎A－3  

グリーンコー ト内科クリニック  

P15▼ C－3  小児科佐藤医院…‥‥・…‥‥  

しらと  
白土内科‥……‥‥……・・…・  

杉山クリニック…‥……‥‥  

P190B－2  

P250C－3  

P170C－3  

P210B－3  

P19◎C－1  

P150A－3  

P13日B－3  

うすだクリニック・…‥……  

な行 艶  クリニックヴェルデ………  

くろだ医院‥‥‥‥…………・  

げし  
下司婦人科クリニック……  

源一クリニック…・……‥…  

小石川医院＝……・・…‥‥‥‥  

小石川東京病院……‥……・  

小石川メンタルクリニック  

内山医院  

P21◎A－1  

P21◎A－1  

P15◎A－2  

P17℡C－3  

Pll砂C－2  

P15周C－3  

Pll－ c－1   

P231 B－2   

P231 B－3   

P171 B－2  

P21咽B－2  

P2 凪A－3  

P21◎B－3  

P21◎A－3  

P270C－3  

内科小児科にわ医院・……‥  

内藤クリニック………・…‥  

中沢眼科医院‥……‥……‥  

中野小児科内科…‥…‥・‥‥  

中原内科耳鼻咽喉科医院…  

中村クリニック‥…………・  

新島医院・……・………‥…‥  

西岡クリニック・……‥‥…・  

西片クリニック‥………‥‥  

西川内科医院‥……‥…‥…  

西村医院……・…………‥…  

日本医科大学付属病院…・‥  

根津えんぜる眼科……・＝…  

根津診療所・…………‥……  

野口皮膚科医院‥…‥‥……  

は行，●  
かしん  

ハートクリニック花神‥…・  

工ガワ眼科・…‥…‥‥……‥  

大久保医院……‥…‥……‥  須崎医院  

すずき医院…‥‥…………・・  おおたき循環器内科クリニック  

鈴木医院  Pl王 IC－5  

P25呵A－3  

Plこ IA－2  

P270B－3  

P13－ C－2  

P230B－3  

P27◎B－2  

Pll B－4  

P21＿」－4  

P190B－1  

P270B－4  

Pl「lB－3  

Pl「lB－3  

須田整形外科クリニック…  
せい  
誠ウイメンズクリニック…  

せいけ  
清家クリニック‥……・‥・…  

太田明々堂眼科医院…‥…・  

大塚診療所………‥…・……  

大塚診療所…・…‥‥・………  

大橋眼科医院…………‥…・  

大橋内科クリニック・・……・  

大森内科医院‥‥‥…………  

P130B－3  

P27◎B－3  

P210A－2  

関口医院  後藤眼科医院…・……・…・…  

後藤耳鼻咽喉科医院………  

コパーズ・菩荷谷クリニック  

セツルメント菊坂診療所…  

瀬戸山内科クリニック…・‥  

千石医院  PlllB－2  

P150A－2  

P190C－1  

P190B－1  

P190B－2  

P19◎B－1  

P190B－1  

P19◎B－1  

P170A－2  

小川医院  

千駄木クリニック……‥‥‥  

千駄木整形外科内科…‥‥‥  

た行  

奥田医院‥‥‥‥・‥………‥‥  

奥山整形外科……・…‥……  

ひじりばし  

御茶ノ水聖橋クリニック  

音羽耳鼻咽喉科医院………  

音羽皮膚科クリニック……  

か行  

掛川整形外科……‥…・…‥・  

駒込かせだクリニック……  

駒込共立クリニック………  

駒込宮士クリニック‥‥…‥  

駒込みつい眼科…‥……‥‥  

りよくいん こまごめ緑陰診療所…‥…・  

P21申B－3  

P23●B－2  

PllO C－3  

P19◎B－2  

P170B－2  

ダイナメディカル根津クリニック…  

田代医院  

田中医院  

谷口医院  

千葉医院  

P19◎B－2  

P27◎B－4  

P17◎C－4   

萩原医院  

白山医院  

近藤医院  PlllB－2  

Plき丘J－3  近藤クリニック‥……‥…‥  春日眼科  
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地域病院一覧  
白山クリニック…‥…・・…‥  

橋本こどもクリニック……  

長谷川医院・……‥‥‥‥…‥・  

はとり内科クリニック……  

P17，C－3  

P19⑳A－2  

Pl■ FJ－4  

Pl／¢C－3  

P21◎A－2  

松平小児科……‥…………・  

松本医院‥……………‥・…・  

三浦内科クリニック………  

水間クリニック‥…・……‥・  

PllIC－2  

P15鴫∩－2  

Pllす ‾L－4  

P17⑳A－2  

P17吼B－2  

P17ぜA－2  

P15（lA－3  

P21感 B－3  

Pl∈ y A－2  

P27Ⅶ B－4  

P17嘩 A－1  

P15色B－2  

P23甘B－2  

Pll嗜C－3  

番号   
名称  

所在地   電話   
診療科目   

備考  

山  星合産婦人科病院  文京区水道2－9－9  （3943）2626  

内・小・産・婦・歯  

東京保健生活協同組合東京健生病院文京区大塚4－3－8   
内・呼・消・循・小・精・神内・外・整・脳・呼外・婦・眼・耳・皮・泌・リハ   

（3944）6111  救急告示  

文京区大塚4－45－16   

∪  小石川東京病院  （3946）5151  

順天堂大学医学部附属順天堂医院 文京区本郷3－卜3   
内・呼・卦循・小・轄・神・外・整・形・脳・心外・呼外・小外・産・婦・眼■耳■皮・泌・歯・放・麻・リハ  

（3813）3111  救急告示  

（財）慈愛病院  文京区本郷6－12－5   

内・外・消・月工・放・皮・リハ   
（3812）7360  

文京区本郷7－3－1   

lヨ  東京大学医学部附属病院  
（3815）5411  救急告示  

内・呼・小・精・神内・外・整・脳・産婦・眼・耳・皮・泌・放・麻・形成・心外・循   
東京医科歯科大学医学部附属病院 文京区湯島ト5－45  （3813）6111  救急告示  

（株）日立製作所小平記念東京日立病院文京区湯島3－5－7   
日  （3831）2181  救急告示  

日本医科大学付属病院  文京区千駄木1－1－5   

内・呼・消・循・小・帯・神内・外・整・形・脳外・呼列・心外・産婦・眼・司・皮・泌・放・麻・リウマチ  
（3822）2131  救急告示  

東京都立駒込病院  文京区本駒込3－18－22   

内・呼・消・循・小・精・神内・外・整・形・脳・婦・眼・耳・皮・泌・歯口外・放・麻・リハ   （3823）2101  救急告示  

口   
東京都立大塚病院  豊島区南大塚2－8－1   

内・小・神・外・整・形・脳・産婦・眼・耳・皮・泌・口腔・放■麻・リハ・リウマチ  
（3941）3211  救急告示  

馬場医院  
みその  

御園医院  はりま坂耳鼻咽喉科・アレルギー科  

Plr鳥A－3  

P2ミ   i－1  

光永クリニック‥………・…  

はましま  

浜島医院  
みつはし  

三橋医院  

春木町クリニック…………  P250B－3  

東千石整形外科内科‥＝…‥  P17申B－2  

日立製作所小平記念東京日立病院  

宮永眼科医院…‥…‥……・・  

苔荷谷駅前医院‥・…・……・・  

明神下診療所・………‥……  

三輪医院  P27  B－3  

P21◎A－2  

P19◎C－2  

P13  B－2  

P19◎B－2  

P19⑳c－1  

P13寸C－3  

P21◎A－2  

P25◎B－3  

P21◎A－2  

P21◎A－2  

P19◎B－1  

P25◎B－3  

P23◎B－3  

P2■ j A－1  

P17仏C－3  

Pll‾c－3  

P21⑳B－4  

P21◎B－1  

P19⑳B－3  

P25◎B－3  

P25◎B－3  

P25◎A－2  

P20⑳C－1  

P25⑳A－2  

ひはら  
日原内科クリニック………  

平田皮膚科医院‥‥………‥  

森こどもクリニック‥……・  

森田医院………・‥……‥…・  

広岡医院  

ヒロ皮フ科クリニック……  

福地医院…‥＝‥……－…  

藤沢医院‥…・…・・  

藤原クリニック…‥・  

文京眼科医院……‥‥…・…・  

文京区医師会付属診療所…  

文京クリニック‥…・…・…‥  

文京駒込訪問クリニック…  

文京神経科診療所……‥‥‥  

文京第一医院…・…………‥  

文京動坂診療所……・……‥  

保坂こどもクリニック……  
ほしあい  
星合産婦人科病院‥…・……  

八千代診療所…‥・……・…‥  

山内整形外科…………‥…・  

P18唾C－4  

P12年C－4  

P21 － A－3  

P22⑳B－3  

P25◎B－3  

P25⑳B－2  

P15唾 A－2  

P18⑳C－4  

P20⑳B－3  

P130B－3  

P22 1B－2  

山下医院  

山田胃腸科外科医院………  

山田眼科医院‥……・…・・…・  

ゆき医院  
よしだ  
長田眼科‥‥‥……‥…・……  

よしはし耳鼻咽喉科・…・…・  

吉葉医院……………・＝－－－－－一  

書村小児科…‥＝‥…‥……・  

はそべ  

細部医院  
よしゆき  

吉行医院  

堀越医院……・…・  

本郷診療所‥‥  

本郷整形外科‥…  

本郷台皮膚科‥‥…‥  

本郷内科クリニック‥‥  

本駒込クリニック‥………・  

本田医院…・‥…‥…・  

ら・わ行  

渡辺耳鼻咽喉科医院………  

わたなべ整形外科…・  

P∠／◎C－3  

P22◎A－1  

咽l  〔二∋  



電話によって看護師が「かかりつけ．医」及び「医療機関情  

報」等の紹介や相談に応じており零すd  

■      ■■ ∬  
Q寝たきりの家族を抱えています。   

どうしたらいいの？  Q身近に、信頼できる   
かかりつけ医がいません！  かかりつけ医相談窓口  

TEL＆FAX3947－0422  
窓口受付時間   

毎週月曜日～金睡日  

（祝祭日・年末年始を除く）   

午前9：00～12：00  

健康のことなら何でも相談にのってくれる  

かかりつけ医をもつことが大切です。  

みなさんのお話をおうかがいして、ふさわ  

しいかかりつけ医を紹介します。  

Q情報を   
、丙院や診療所の診療内容、専門医などの情  

報をお伝えします。ホームページでもお知  

らせしていますが、詳しい情幸馴ま相談窓口  

でお聞きください。  

u守です！  
▲心配ありません。かかりつけ医と連携をと  

っている先生を紹介することができます。  

窓口にお問い合わせください。  

Q子育てに不安がありまモ！  

子育てに不安はつきものです。戸   

l総合病院や専門医に紹介して  
▼もらえますか？  

■■ もちろんです。かかりつけ医  

＿ －は近くの病院や専門医は常に  

連携をとっていますのですぐ  

に紹介状を書いてくれます。  

病気の悩みは何でも相談して  

ください。  

■■ 子育て支援セミナーを行ってい   

－ますので、是非ご参加ください。  

詳しくは相談窓口またはお近く  

の医療機関にてお聞きくだ乱、0 拍  

」   

l■  ○  



＿ 羽・小日向・水道・開口・目白台  

○青木医院  c－3  ◎中原内科耳鼻咽喉科医院c－2  ○清原医院  B－2  
音
羽
・
小
日
向
・
水
道
・
 
 

関
口
・
目
白
台
 
 

内  医師／青木 寛  
平日／g：38～12：30 柑：00～18：30  

紘／士・白・観  
関口ト14－7（〒】12－0014）  

℡3260－5330 皿3260－5330  

内・小  医師／清原書土子  
平日／9：00～12：0018：00～19：00  

土曜／9：0白～ほ：00  

体／日・一概 
小日向ト18一博（〒1ほ－㈱  

℡3941－7474 皿3941－ね祖   

◎コノトズ・菩荷谷クリニックB－2  

内・小・耳  医師／中原秀彦  
中原千恵子  

平日（内科）／9：00～12：8016：00～18：30  
土曜／9：00～12：30  

平日（耳鼻科）／15：00～18：30  
士瞳／9：00～ほ：5D  

軌／本・日・祝 
水道2－14・7（〒lほ－∝氾5）  

℡3941－6074 田3943－3188  
○石原医院  C－2  

内・小  医師／藤原陽子  
平日／9：00～12：30】6：00～18：00  
土曜／9：00～12：00  

騰／水・白－・・粛  

小日向ト8－8（〒112－00腿）  

℡3941－8526 皿3941－3474   

◎岩瀬クリニック B－2  

内・胃・外・アレルギー医師／福島文典  
皮・肛・理・麻  松浦 本  
平日・土／10：00～12：3015：30～】9：30  

日曜／10：00～12：30  

休／月・水・祝  
小日向4－7一組（〒112一0008）  

℡5976－2207 皿5976－2207  

◎新島医院  C－1  

内・小・外  医師／新島 佐  
平日／9：00－Y12：00】5：00－20：00  
土曜／9：00・｝ほ：00  

鞄瑠・闊 
水道ト7－11（〒112－800封  

℡381二卜2953 四381l－42糾  

○佐野眼科  C－3  内・胃・循・整・外 医師／岩瀬和泉  
皮・アレルギー  
月・水・金／10：00－12：3016：80～18：30  
火・木・土／10：00～12：30  

彿／日・祝  

小日向4十針15鞘谷駅ビル4F（〒112－0006）  

℡5940－7151 圃5940－7152   

0（医）和幸会上田医院B－3  

隈  医師／佐野信昭  
平日／9：30～12：30】4：30～18：00  
土曜／9：80～ほ：30】4：aO～17：00  

休／木・日・祝  
開口卜45－15－204（〒112－0り14）  

℡r5229－4018 Ⅲ5229－7362  
◎（医）秀志会松平小児科c一二2  

小・内  
月・火・水・木・金／  

医師／松平隆光  
◎すずき医院  B－4  

循・内・呼・消   医師／上田和夫  
上田 浩  

平日／9：00～14：0016：00【｝19：00  
土曜／9：00～14：00  
鹿〃日・挽  
音羽ト20－15（〒112－0013）  

℡3943－0268 回3943－02砧  

8：30人一12：3015：00一〉18：00  

土曜／8：30～12：3014：00～16：00  
日・視／8：3q～12：30  

鐸／縫－し  

関口ト椅・＄（〒1帽－0馴4）  

℡32も7－4け77 由3267i40錦  

内・小・消  医師／鈴木裕二  

循・麻  和智行天  
平日／9：00～12：3015：00～18：00  

土曜／9：∝ト12：30  

僻．／日・祝  

日自台卜勘－7－101（〒112－0015）  

℡3941－1590 四3941t6045   

◎誠ウイメンズクリ＝ツク⊆二2  

○小川医院  ⑳≡浦内科クリニックA－4  B－4  
婦・産  医師／鄭 智誠  

黒島正子  
平日／10：00～13：0015：（氾～19：00  
土曜／10：00～14：00  

黒島 月曜午前のみ  
木曜17：00まで  

稀／淡・日・祝  
開口ト18－8－2F（〒112－0014）  

℡3513－0355【辺3513－0356  

内  医師／小川 博  
平日／9：00～12：0014：00～17：00  
金曜／9：00叶12：叩  

餓／ホ・土・思・親  

日自台ト3－5（〒112一山15）  

℡394ト2323   

0音羽耳鼻咽喉科医院B－3  

内・消・外・肛   医師／≡浦誠司  
アレルギー  
平日／9：00～13：0016：00～柑：00  
水・土／9：00～13ニ00  

休／日・祝  

日白台2－14－t6（〒】12－0015）  

℡5319－3321 皿5319－3320  

◎関口医院  耳・アレルギー   医師／豊田安治  
平日／10：00～12：3015⊥：00～18：00  
土曜／10：00～ほ：30  

掛′本  
音羽卜20－2－2F（〒1ほ－耶博）  

℡3947－4；i38・皿39好一4338   

0吉羽皮膚科クリ＝ツクB－3  

C－4  

内・呼  医師／蘇原毒素  
小・皮  
平日／8：30～12：3015：00～19：00  
土匿／8：30～14：00  

馳／自・祝  

開口ト29 

℡5273－6880 因5273－6種0   

⑳田中医院  c－3  

⑳守谷医院  C－3  

医師／守谷直樹  精・内  
守谷林太郎  

内科  
月・水・垂／9：00・すほ：3016■：00～柑：00   

轄神科  
火・木／9’：00～12：3016：00～18：00  
土雁／9：00－12：0013：00～15：血  

♯〆癌・Ⅶ  
水道2－柑－1（〒112－00鴫）  

℡3941－9673 003941－9673  

皮  医師／青木幹泰  
平日／10：00－13：8015：00～柑：00  
土曜／】0：00～13：00  

傭／禾・日・濁  
音羽ト9ヰ1巨（〒112－8013）  

℡3942－0193  

0 
りニック。＿2  

内・皮・リハ  医師／田中盛久  
平日／9：80～ほ：3015：00～19：00  
土曜／9：30～ほ：3015：00～17：08  

搬イ奉・B・薇  

開口トト3 プラザ飯田橋1F（〒112－001の  

℡3266－1407 回3266－1407   

◎友成整形・形成外科B－3  

‾言合産婦人科病院c－3  

産婦・内・歯  医師／星合 尚  

星合敏久  内・神内・り八 医師／加勢田美恵子  
呼・アレルギー・適所リハビリテーション  
平日／8：30～12：3014：00～け：30  

水曜／8：30～12：00  
土曜／9：88～†3：30  

糀欄・堀 
開口トト6－4F（〒112－001の  

℡5227－3433 皿5227－3340  

整・形・リハ・内科 医師／友成 博  
大武修一郎（木曜）  

平日／9：00～12：3014：30～18：30  
木・土／8：00～12：30  

糟／日・攣  

吉羽ト14－2≡井毒羽ハイツ1F（〒112－0013）  

℡5940－0102 四5940－01（）3  

月・火・木・金／  
10：00～13：0014：00－17：00  

水曜／10：00～13：00  
土Il／14：00～17：00  

搭〆鞘・筍噂㌢増卿伊摺瞬革  
水道2－9－9（〒112－0∝）5）  

℡3943－2626 皿3947－1485  

○   ○  



大塚  

吉村小児科  B－3  l▼友成算＝医院  A－3  
聖二三  

内・整・皮  医師／水足一博  
火曜／9：00－－12：0017：30～19：00  
金曜／9：00～12：0014：00～16：30  

17：30～19：00  

月・水・木・土／9：00～】2：00  
体／自・祝  

大塚6－9－10（〒】ほ－0012）  

℡3947－5521囲39好一’56加  

d  医師／内海裕美  
平日／9：鱒ル11：aO16：的～け：38  

潮来あり）  
土畦／台：即～】1：30  

体■●事・白・東  

大糠2－18・6（寺lほ・00ほ）  

℡3943・3808 四39戯－讃㈱  

内・循  医師／友成正妃  
タト整・理・消  
月・火・水・金／9：00～ほ：0014：00～18：00  

木■土／9：血～12：00  

博／日・欄  

大塚5－40－18 友成フォーサイトビル1F  
（〒112－0012）  

℡394トS583 面3943一心877  

一組合  
r大橋眼科医院  旦＝王  

し広岡医院  B－2  鱒  医師／大橋孝治  
平日・土／9：PO～12：0014：00～17：00  
体／泰」・二日・・線  

大濠4－9－＄（〒112－0012）  

℡3941－■34371Ⅲは941一朝32  

内・呼・消  医師／木村文平  

循・精・神内  
外・整・脳・呼外  
婦・眼・耳・皮・泌・リハ  
平日／9：10－】2：0014：80～】6：00  

水・土／9：10～12：00  
夜間・坤・会／1R：08～19：30  

体／母：  

‰馴  
大塚4－3－8（〒112－0012）  

℡3944－6111 皿ま944・－1328  

内・消・循  医師／広岡 昇  
月・火・木・金／9：00～12：3015：30～18：00  

体／水・土・日・祝  
大塚5－10－8（〒112一∝I12）  

℡531・9－2911 伍5319一却11  

l石川メンタルクリ＝ツクB－3  

精・心内  医師／白井麻理  
月・火・木・金／叩：00～13：0015：00～19：00  
土曜／10：00～15：00 
水曜／帽：00～19：00（第2・第4休診）  

体／畠・‘穏  

大塚3－6－5白井ビル101（〒112－00ほ）  

℡3943－・5858  

重訳医院  ≧：望  

内・婦  医師／藤澤 理夫  
藤澤美津枝  

平日（内科）／9：00～11：3015：00～18：00  
土曜／9：00～11：30  

休／旧・祝  

平日■（狩人科）／9：00～ll：0013：00～15：00  
木曜／13：00～侍：00  
土■／9：00ー11：00  
＝鋒〆さJi白J碗  

大塚3－16－9（〒】ほ－00ほ）  

】詮3941－4873  

医）大坪会  

小石川乗京病院  

内・外・整  院長／中西稟朗  
婦・眼・耳・皮・放・リハ  
平日ノ8：40～11：如13：00～1声：00   

（診療科によっては午前のみ）  

土曜／8：40～ll：∂0  

操／白・瑚‖勤藤阪J  
大塚4－45二帽（〒11㌢8し．」′  

℡3946－5151 田3946－2531  

＿ 斉藤整形外科  B－3  

整・リハ  医師／斉蒔勝之  
平日／9：蘭～12：aO 帽：00～19L：00  
木曜／15：00～柑：∝I  
土■／9：00ー13：00  

俸／煽二‘・・親  

犬壊8－7－椅∨（〒112一紺喝  

℡3941一糾52 皿39軋・朋郎  
‾‾▲ ■ 

■だクリニックB－3  
‾ 

巨京都立大塚病院B－2  内・胃・外・整   医師／安田大吉  
眼・肛・リハ  安田敏子  
平日／9：∝ト・柑：08 ほ：紛～柑：aO  
土障／白：鵬～ほ：00 略：叩ヤ柑：的  

（眼科）  

月・火・木■金／叩：00～柑：00帽：蘭～18：00  

火曜／午後tま予約制  

土■／g：00～13：∝I  

儀〆短・療  
大尉－45－4（〒1†空・q81愛）  

℡3945－5055 ℡8鋸5・5100  

］土内科  Er8  内・小・神・外・整・形・脳・産婦  

眼・耳・皮・泌・口腔・放・麻  
リハ・リウマチ  
平日・土／9：00～12：00  
（予約方法）平日9：00～17：00 電話予約  

9：00～12：30 竜話予約  

（ ）  

豊島区南大塚2－8－1（〒170－0005）  

℡3941－3211  

内  医印／日土公  
平日／9：30～】2：3D15：00～柑：00  
土隈／9：38～l孝：30  

鏡／詭・去8・－蝕  

大塚ト5－18－2F B（〒112－0012）  

1巳5976－2100 四5976一童1do  

◎瀬戸山内科クリ三ツクA－2  

内・小  医師／瀬戸山 嘩  
平日／9：30～12：3015：00～18：00  
木・土／鞋30～12：30  

岡・：欒  
大塚6－37－5 吉士ビル】F（〒112－00ほ）  

℡3947－56221辺3947－5622  

tb   ○  



内山医院  B－3  中村クリニック c－3  須田整形外科クリニックB－4  

P＿ 眉  医師／内山通子  
平日／9：00～13：0015：00～18：30  
木・土／9：00～椅：■00  

休／白・祝  

春日2－24－152F（〒112－000勾  

℡5684－22381迅56糾－22認  

整・リハ・内・皮  医師／須田 均  
適所リハ・訪問リハ  
平日／9：00～12：301ち：00～18：30  
土曜／g：00～12：30  

体／日・祝  

後楽2－23－ほ（〒112－0004）  

1詮3811－0881 団3817－0郎1  

◎ 
B＿3  

内・消■外  医師／中村 宏  
平日／9：00～】2：3015：00～19：00  
木・土／9：叩－12：誠  

体／日・祝  

小石川3－27－6コスモ小石川103（〒112－0002）  

℡3別＿8・－7677 回5軸4－7877  

▼おおたき循環器内科クリ＝ツクc－5  朋僻鼻鵬科・アレルギー科A－3  

循・内  医師／大滝英二  
平日／9：30～13：0014：00～18：∝I  
休／土・日・祝  
後楽ト4－14後楽森ビル2F（〒112－∝旧4）  

℡5＆12－6467 皿弛蛇一朗儲  

j・アレルギー  医師／松永真由美  
三輪正人  

平日・土曜／9：30～12：3015：∝ト18：30 
8匿／9：30～12：30  

休／月・祝  

小石川4－20－2小室ピル2F（〒112－0002）  

℡381ト8736 皿3811「8723  

内・循・消・糖   医師／藤田亜紀  
月・・火・木・金／  

9：30～12：30、14：00■・・・・16：30  

水・土／9：30～12：30  
夜間診療 月・金／17：∝ト19：α）  

漸増・箭  
〃l石ノーlト24－3（〒112－0002）  

℡381ト0016 皿3811－0200   

小
石
川
・
春
日
 
 

後
楽
 
 

春日眼科  c－3  

眼  医師／松井洋法  
平日／9：謂～1．3：0014：30丁－18：00  
土曜／9：30～13：00  

体／水・日・視  
小石川ト13－12WAKOU小石川ビル2F  

（〒1ほ－0∝腔）  

℡3815－01．77 皿3815－0177  

▼（医）松盛会松本医院A－2  

寺田医院  

P＿．育・皮  

内・胃・循  医師／松本正雄  
アレルギー・小  
平日／9：00～12：0015：30～19：00  
土曜／9：00～12：由  
良曜／10：00～12：00  

附稲  
小石川5－5－6羽鳥ビル1F（〒1ほ－00D2）  

℡3943－0123 皿3943－0123  

C－3  

医師／寺田文夫  
弓 幸史  

皮儀科  
月・金／9：；泊トー椅：【氾15：∝）－け：45  

火曜／9：：氾ヤ13：00  

土曜／9：恥11：30  

鍬／舶用離・瑚・率・l日・帯  
内科  
月・火・水■金／9：卸～椅：00】5：【氾～柑：∝，  
木・土／9：∞～12：珊  

休／日・祝  

小石川ト7－8（〒lほ－0002）  

℡灘12・1ぬ1血澹12－1鑓1   

（医）春日会伝通院クリ＝ツクA－2  

春日クリニック第＝c－3  

消  医師／場集田寿  
平日／9：∞～12：0013：血～17：00  

休／土一日義・蛎  

小石川卜12一柑，7F（〒l12－0002）  

℡3816く－5840 四3814－㈱4  

≡橋医院  A－3  

内・小・レントゲン科医師／三橋 控  
平日／g：00～13：0014：00～19：00  

土曜／9：00r－13：0014：00～19：00  

休／8・・祝  

小石川4－4－9（〒lほ－00D2）  

℡3816－3284 四3811－8782  ＿，小甘州耳鼻咽喉科c－4  
耳・形・アレルギー 医師／藤岡正勝  
月・火・水・金／10：00～13：0014：30～柑：∞  
土・日／10：00■｝13：30  

休／木・祝  

小石川4－2ト4小石川安田ピル2F（〒lほ－0（】02）  

℡3817－0975 皿3817－0833  

㈲有馬・近藤記念医学財団   

宮坂診療所  c－4  

‡  医師／高野紀子  
平日／10：00～13：0015：00～18：30  
土匿／10’：00～14：00  

操〆轟・自・叛  
か石川ト2－3小石川春日ビル2F（〒lほ・8002）  

℡5槌9－8741 t辺56由一8742  

g荷谷駅前医院 A－2  
心内・神  医師／植田尚樹  
月曜／9こ：00・－1i】：00  

火・木／9：00～13：0015：00～19：00  
土曜／9：00⊥一18：00  

体／水・金・斑一・嶺  

小石川5－4・6クレール212F（〒112－【旧02）  

℡3944－25QO 卿39叫一亜00  

P′医）芳明会  小石川医院A－3  

PY・小・外・皮   医師／浅野芳雄  
平日／9：00～12：3016：00～19：∝l  
土曜／9：閲～12：30  
蝉／B・攣：  

春日2－10－18（〒112－0（氾3）  

年3816－3151皿3816－3155  

内・循・消・呼   医師／若林 香  
平日／9：00～12：0014：08～17：00  

体／土・日・祝  
小石川2－5－7（〒lほ一∝）02）  

℡3814－6218 四謂11－0532  

豊田耳鼻咽喉科クリニックc－3  

騒こどもクリニック日－2  

小・アレルギー   医師／森 蘭子  
月・水・金／9：00～11：3013：30～17ニ00・  

火・土／9：00～11：30  （予約制）  

休／木・寿1土曜■日・祝  
小石川5－40－21（〒112－0002）  

℡580317887 t田5榊3－7約7  

‾Jl林医院  A－2  耳  医師／豊田雅基  
平日／9：30～】2：3015：00～18：30  

土曜／9：30－】2：30  

体／水・日・祝  
小石川3－27－13（〒lほ・00陀）  

℡3811－4133 皿3811－4133   

‾中沢眼科医院  A－2  

内・小・整・理   医師／小林研一  
月・水・金／9：00－13：0016：∝ト18：30  
火・木・土／9：00～13：00  

捧ノ同一覇  
小石川4－け－1（〒112・0002）  

℡3811－4630 皿3811－4630  
長田眼科  A－2  

則  医師／良田夕里子  
平日／9：80一－13：0015：00～】8：（氾  

土曜／9：30～13：30  

体／水・暦巨一線  

小石川4一別－2ハイツ小石川201（〒112－【旧ロ2）  

℡3816・一13仙 ℡5802－8111  

眼  医師／中澤正博  
中澤甫計  

月・金／初診 9：叩～11：∞  
再診 g：∝ト11：30】4：00～16：【氾  

火・水・土／初診 9：∝卜1】：m  

再診 9：00～1】：諷  

ト／木■土（一群）・日・祝  
小石川5－5－7（〒112－0002）  

℡3944－1838 皿3944－1838  

さかた皮膚科  A－3  

皮・形  医師／坂田修一  
平日／9：30～13：1515：30～18：45  
土曜／9：30～13：15  

休／水■日・祝  
小石川4－20－3 ベルスクエア小石川202  

（〒112－0（氾2）  

寧5802－8777 皿5802－8778  

○  「   



羊石ノ白山  

⑳（医卜灯会  ⑳山内整形外科  c－4  ◎よしはし耳鼻咽喉科医院c－4  ・はとり内科クリ＝ツクc－3  八千代診療所c－4  赤池耳鼻咽喉科医院B－2  l（医）杉交会杉山クリニックA－3  

旨  医師／羽鳥 浩  
平日／9：3D～】2：3015：00～18：30  
木・土／9：30～12：30  

休／日・祝  

白山5－83－3 パレ・クレール白山IF  
（〒1】2－ODOり  

℡5800－2210 回5釧0－2208  

転千石整形外科内科B－2  

内・小・積  医師／井上博士  
井上博和  

平日／9：00～12：3016：【氾～】8：30  
土曜／9：【氾～12：30  

鋒／木1日・栂  
白山ト5－8（〒113－0∞り  

℡3811－4519 ℡3811－4519  

脳外・神内・リハ  医師／杉山弘行  
内・皮  
平日／9：00～12：3014：30～18：00  

働雁・・針統  
千石2一柑・柑■■（〒112－001り  

℡3944－5933 皿3946－8293  

整・外  医師／づ可路，渡  

≡浦圭子  
平日／9：30～12：3015：00r18：00  
陣／士・日■・轍  

白山2－トき（〒1ほ－800り  

℡3813－5591   

耳  医師／吉橋秀責  
平日／9乃0～12：3015：00・J18：30  
土曜／9：0日～12：3（ゞ 椅：08んけ：坤  

銚／癒・・日・輸  

白山巨拓一帽ミラーユ白即F（〒11針㈱1）  

℡58腸瑠11S 適5糾8－8u7  

医師／赤池 洋  
平日／9：00～12：qO15：由～18：30  
土曜／9：00～】3：00  

体／木・日・祝  
千石4－4ロー2（〒】ほ－0011）  

℡5976－3355 t辺5976－3355  

′医）兼愛会千石医院B－2  ‾七久保医院  C－3  

塾・リハ  医師／山崎正一  
月・水・金／9：00～12：0013：30～】8：30  
火・木／9：∝ト12：0013：30～17：30  
土曜／9：00～11：00  

♯／巳・横  

千石卜胡－12（〒112・0011）  

℡3947－4114 四3947－4118  

耳  医師／大久保和子  
平日／9：30～12：0014：30～17：30  
土曜／g：30～ほ：00  

体／木・日・親  
白山5－7－6（〒112－000り  

℡3941－4947 t辺3947－1920  

整・内  医師／田中 守  
平日／9：38一－】2：3014：30～18：30  
土曜／9：∝ト14：30  

條／で欝『療 
千石ト27－8－3F（〒l12－081り  

℡5940－3123 皿5940－3126  

卦川整形外科  ‘干葉医院  B－2  B－2  
遁  医師／掛川裕治  
平日／9：00～13：0015：00～18：30  
木・士／9：00～13：00  

棒〆壇・閣  
〒石ヰ－39－j8（〒112－00＝）  

℡5319－8500 t辺5319－8505  

医）泰篤会  

菓坂こどもクリ＝ツク   

反病児保育ルーム  

小・アレルギt   医印／十葉 隆  
内・循  菅原博子  

干葉≡朗  
平日／9：00～12：0016：00～19：00  
土曜／9：00～12：00  

甘艮・振  

稽l・㈱・椰 備  州群    臣診  

千石ト6－16ライズヒル千石101（〒112－0011）  

℡3941－1340 皿394ト1135  

中野小児科内科 c－3  

小・アレルギー   医師／保坂篤人  
内分泌科  保坂泰夫  
平日／8：00～】2：0015：00～19：00  

14：00～15：00（予防注射・健康診断・  

予約外来）  

土曜／8：80～12：0014：00～19：00  
日曜／g：00～12：00（予約）  

13：00～ほ：00（予約）   

白山5－27－ほ（〒112－0ロ01）  

℡3946－0641【辺3946－0635  

保育ルーム℡5976－0641   

＿水間クリ＝ツク A－2  

堅石医院  B－2  

P＿」l  医師／堅石 虞  
平日／9：00－12：0016：00～】8：00  
土曜／9：00～12：00  

椚・零  
千石ト24－10（〒112－801り  

℡3941－q851  
リ，．勺  医師／中野起久恵  
呼・アレルギー  中野 圭介  
平日／9：00～13：0016：00～柑：00  
土曜／9：00～12：00  

休／日・祝  

白山ト33・23ベルメゾン文京白山IF  
（〒113－0001）  

℡5805－8551 四5805－8552  

到tl内科医院  B－2  

‘1くろだ医『  C－3  

円・外・消  医師／黒田陽久  
皮・リハ  
平日／g：00～13：0015：00～柑：00  
土曜／9：00～13：00  
※皮膚科  

木曜／9：00～13：由15：00～19：00  
第1、2、4土曜日／10：00～13：00  
体／日一視  

白山5－86－9白山麻の実ビル2F（〒112－000り  

℡5細4－3211t皿5804－3222   

‘直藤クリ＝ツク A－2  

内・小  屋師／水間 宏  
平日／9：00～12：0015：00～19：00  
土曜／9：00～14：00  

犠／噂・雫  

千石4－8－1（〒1ほ・0011）  

年鍋76－7350 ℡5976－7350  内・神  医師／西川 裕  
金曜のみ診療／  

9：OD～12：0015：00～18：00  

悌ノ月・火・ホ■本・土・8・複  
千石ト29－17（〒112－0011）  

℡3941－5138  

∃山医院  c－4  

（医）東栄会御園医院B－2  

勺・胃  医師／伊藤新次朗  

小・外  
平日／9：00～13：0015：00～18：00  

土曜／9：00～13：00  

♯／日・鞄  

白山5－17－84（〒112－0001）  

℡394ト4830 印394ト亜30  

⑬ 
ニック A＿2  

門・消・小  医師／近藤和書夫  
平日／9：00～】2：8014：00～ほ：00  
土曜／9：m～13：00  

附笥・登 
千石4－3－16（〒112－0811）  

℡3944－1820 団3944－1820   

＿ 澤田こどもクリ＝ツクc二3  

内  医師／遠藤輝男  
平日／9：00－ほ：3015：00～18：00  
土匿／g：、血～ほ：30  

腱〆療・白・」鵡≦  
白山ト1ト7（〒113－0001）  

1巳3811－0164 四3811－0157  

∃山クリニック c－3  小・アレルギ・  医師／澤田雅子  
平日／8：30～ほ：0015：00～17：00  

14：00～】5：00（刊胴・糠診断・  

アレルギー相談要予約）  

水・土／8：30～12：00  

隕僧・帯■  
白山ト33－16－2F（〒】13一肌り  

℡5840－7838 皿5840－7837  

（予約用）℡5805－2445  

内・呼・消・胃   医師／光永眞之  
循・小・放  
平日／9：00～】3：0015：∝ト18：30  

水・土／9：00～13：00  

休／日・祝  

千石4－4－1（〒112－0011）  

℡3943－0270 四3943－0297  

内・胃  医師／中地 享  
小・皮  
平日／10：00～13：0015：00～】8：（氾  
土曜／10：80～13：00  

彿′轡・覇■  
白山ト33－25（〒113－8001）  

℡3814－0357 一辺3814－0357  

罠谷Jll医院  ≡輪医院  C－4  A－1  
柴谷眼科  B－2  

内・小  医師／長谷川利郎  
外・整  
平日／9：00～11：3015：00～18：30  
土曜／9：80～1】：30  

休／日・祝  

白山2－38－4（〒112－00Dl）  

℡381ト8038  

内・小  医師／三輪敏彦  
平日／9：00～12：0017：00～18：30  
水曜／9：80～12：00  
土曜／偶数9：∝トIl：00  

椚・筍」卿、・8蛍  
千石4－26－8（〒1ほ－00＝）  

℡3941－7272 t田3941－7272  

戚  医印／沢谷 潔  
平日／9：30～13：0015：00－18：30  
士／労：釣～I3：80  

馳〆轟・鐙．・瀾  
千石ト28－4 工ムズビル1F（〒112－001り  

℡3944－1103 団3944－1104  

⊂竺二・   ○  
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本駒込  

⑳ 
。＿，  

⑳吉葉医院  Bt3  t回東京都立駒込病院c－2  ◎とくなが耳鼻咽喉科B－3  ○奥山整形外科  B－1  ○駒込富士クリニックB－2  

内・呼・滑・循・小・構J神内  
外・整：形・脳：婦・眼科・耳  

皮・泌・菌口外：放・麻・リハ  
平日／9：00～17：00  
土曜／9：00～12：00  

（予約方法）電話予約 3823－4890  
平日／9：00ニー17：00  

土曜／9：00～】2：00  

休／日・祝  

本駒込3－18－22（〒113－002り  

℡3823－2101  

内・胃・外・泌  医師／吉葉昌彦  
完全予約制・医療などの相談（無料）  
体／木・日  

一 本駒込ト3－5（〒l】3一0021）■ 1  

1圧3941－32951田3947－9594  
（木・日を除く11：80～13：00電話受付）  
（24時問FAX受付）  

耳・アレルギー   医師／徳永雅一  
平日／9：00～12：30 ほ：0ロー18：30  
土曜／9：00～12：30  
体／臼・視  
本駒込ト6一柑SUluY〕ビル2F（〒1柑－0021）  

tさ5飢5－5細7 四5815－5883   

◎ハートクリ＝ツク花神B－2  

リハ・内・外・整  医師／秋庭保夫  
平日／9：00～13：0015：00～18：00  
土曜／9：00～13：00  

体／金・・日・，筍  

本駒込8・静－5エール文京1僻（〒113－002り  

℡5977－32951皿5977－3296  

◎駒込みつい眼科 B－1  

整・リハ・内  医師／奥山英二  
平日／9 

17：00丁－19：00   

（金曜の12：鱒～15：00はリハビリめみ）  
水琴／13：鱒～18：00  
土蒋／9：叩－】1：∞12：qO・〉14：∞  
躁′／箸・・畿  

本駒込6－24－5（〒113－0021）  

℡3942－1611  

内・消・循  医師／伊藤恵子  
平日／9：00～ほ：3014：00～】6：30  
水・土／9：∝卜12：30  

体／日・祝  

本駒込5－4卜】1青木ピル1F（〒113－∝妃l）  

℡5685－6021 四5685－6022  

眼  医師／≡井義久  
平日／9：30～13：0015：00～】8：30  
土曜／9：30～13：08  

鱒〆既・・■翠 
本駒込昏一別－5－4階（〒113－∝腔】）  

℡3943－8765 四3943－8765  

◎こまごめ緑陰診療所B－1  

○加藤診療所  神・心内・精  医師／沼尾嘉信  
月・火・木・金・土／10：00～13：00  

14：30～19：00  

休機 ▼▼・痴  
本駒込2－27－】0本窮込Slビル許（〒】】3－（氾21）  

℡5977－8045 皿5977－8046   

⑳橋本こどもクリニックA－2  

B－2  

内・外  医師／加商一宮  
平日／9：00～12：0015：ロ0～18：00  
土曜／9：00～12：00  
休．／／‘木・日・祝  
本駒込2－18－2（〒113－002り  

℡3941－7522 皿3941－7522  

（医）藤翔会   

加藤内科胃腸科クリ＝ツクA－2  

心内・精・内  医師／福田博文  
火・水・木／10：00～13：0014：30～】7：30  

18：00～19：30  

金・土／9：30～13：0014：30～17：30  

休／月・日・祝  

本駒込5一柑－2月琳出げンス2F（〒113－002り  

℡3943－5525 皿3943－5526  

◎近藤医院  B－1  

小・アレルギー   医師／橋本伸子  
平日／9：00～12：0014：30・－17：30  
木■土／9：00～12：00  
休／日・祝  
本駒込6－4－2－1F（〒113－0021）  

一己3943－6333 皿3943－6334   

⑳平田皮膚科医院 c－2  

内・胃・消・小   医師／加藤裕昭  
平日／9：00～12：3015：00～柑：30  
木・土／9：00～ほ：30  
休／日・祝  

本駒込6－ト21コロナ社第3ビル1F（〒l13－002り  

℡5319－1470 皿5319－1471  

0か帥レディースクリ＝ツタA－2  

医師／近藤秀弥  
清水浩二  

産婦・内・小  

皮  医師／平田欣一  
平日／9：（追～ほ：00 ほ：00～18：00  

土曜／9：（刀～12：00  

休／水・日・祝  
本駒込4－ト8（〒】柑－802り  

℡3828－0700   

⑳ヒロ皮フ科クリ＝ツクB－2  

佐野元寺  
平日・土／9：00～13：0015：00～18：30  
木曜／9：00～13：00  

体／巳・祝  

本駒込5－60－6（〒113－8021）  

℡3821－1804 ℡382ト0589  

産婦・内  医師／紙省節夫  
平日／9：30～12：3015：00～柑：00  
木曜／9：30～12：30  
土曜／9：30～ほ：3014：00～17：00  
休／日・祝  

本駒込2－10－7 邁田ピル1F（〒l柑－002り  

℡5977－8811  

0グリーンコート内科クリ＝ツクB－2  

◎察駒込医院  C－1  

内・整・小  医師／彙誠献  
皮・外  
平日・土／9：00～12：OD14：00～18：00  

膝／白・根  

本的込5一個－8（〒】13－OD21）  

℡3827－2728  

皮  医師／小林裕明  
平日／10：00－13：0015：00～19：00  
土曜／10：0¢～柑：、抑  

休／火・木▲醇二顎  
本駒込2－28－37吉岡ピル1F（〒113・802り  

℡5395－1249 t辺5395－1249   

⑳福地医院  c－1  

内・小・消・循   医師／松田春甫  
平日／9：30～13：0014：30～18：00  
木t土／寧：30～13：00  
休／日・祝  
本駒込2・28－10（〒113－002り  

℡5977－3820  

0源一クリ＝ツク c－1  
◎棄藤医院  C－2  

内・胃・皮 医師／斎藤靖・斎藤敦  
月・火・水・金／9：00～12：30】6：00～lg：00  

ホ・土／9：00～ほ：30  

捧／白・電  

本駒込3－5－10（〒l13－0021）  

℡3824－1137  

内・小・理 医師／福地孝・福地孝明  
火・水・金／9：30～12：30 ほ：00～18：00  
土曜／9：30～ほ：30  
体／胃・木・日・梶  
本駒込4－3D－2（〒113－002り  

℡3821－1431 鱒鱒1－1443  

⑳ 
クリ＝ツタ。＿，  

皮・アレルギー   医師／田中源一  
月・火／9：03～10：4415：33～16：44  
水曜／9：03－10：44  
第ト3・5土前日の金曜／  

9：03～10：4415：33～16：44  

第ト3・5土／9：03～10：44  

本駒込4－38－3パストラル勃坂201（〒113－0021）  

】さ5685－3161 圃5685－3169  

0 
だクリ＝ツク。＿1  

◎鈴木医院  B－1  

内・消・循・呼  医師／鈴木弘之  
平日／9：00～13：0016：00～19：00  
土曜／9：00～12：00  

称摺▲′糎 
本駒込2－28－35（〒l13－002り  

℡394ト6615  

内  
月・火／15：00～19：00  

医師／佐藤義隆   

水・金／9：00～13：00  
木曜／9：00～13：00 ほ：00～柑：00  
土曜／9：80～13：00（第1、3）  
休／日・祝  

本駒込5－20－4－102（〒113－002り  

℡5834－0335 皿58糾－0336  

⑳合養生会 

B＿3  

◎谷口医院  内・神内  医師／早乙女郁子  
リハ・呼内  
平日／8：30～12：3015：00～18：00  
木曜／8：30～12：30  
土曜／9：30～13：30  

休／日・祝  

本駒込4－19－16タウ洲イム観持主（〒113－∝12り  

℡5832－5665 皿5832－5664  

0駒込共立クリニックB－1  

B－2  

内・胃・外・肛   医師／谷口善部  
リハ  
平日／9：00～13：0015：00～19：00  
土曜／9：Oq～13：00  

休／水鼻白一櫛  
本駒込2・8－11（〒113－0021）  

℡5395－7760 四5395－7765  

◎動坂クリ＝ツク c－1  
内  医師／福間祐美子  
月・木／9：80～12：3014：00～16：30  
火曜／9：30～12：3014：00～16：30  

17：30～柑：00  

金曜／9：30～12：30 ほ：00～16：30  
17：30～19：00  

水．・土／9：30～ほ：30  

馳／葛・戎  
本駒込ト3－18（〒113－0021）  

℡3812－0364【辺3812－3531  

内（人工透析）  医師／河辺満彦  
月・水・金／9：00～14：0015：00～22：00  
火・木・土／9：00～14：00  

休／日曜  

本駒込6－25－4 中居ビル3F（〒113－0021）  

℡3941－9988 一辺3941－4282  
（電話で御予約ください）  

内・消・小  医師／原本寓雄  
平日／9：00～13：8015：00～17：00  

18：00～20：00  

水・士／9 
僻／百・詠  
本駒込4－42－4ますやピル1F（〒113－0021）  

℡3822－5605  

○  



欄津・千駄木  

⑳ 
斗梱医院B＿。  

胃・外・内・循   医師／山田静雄  
脳外・皮・脳神内・泌  
平日・ 

株〆甘！東  

根津ト16－1ロイトービア根津（〒113－∝隠l）  

℡382ト3381 辺5814－22諮  

⑳吉行医院  B－2  

◎わたなべ整形外科A－1  臣I日本医科大学付属病院A－3  ◎藤原クリニック A－2  ○猪狩医院  ◎千駄木整形外科内科A－3  B－3  

整・リハ・形  医師／頒遵，泰  
平日／9：00【一12：3015：00一－18：30  

：00  

千駄木4－ト博グランドメゾン千駄木一番館IF  
（〒113－0022）  

℡5815一．5185   

内・呼・滑・循・小・構・神内  
外・整：形・脳外・呼外′・心外  

産婦・眼∴耳・虔・泌・放・麻  
リウマチ  
平日・土／8：30～11：即18：00～14：00   

＋：ナ⊥⊂－＋  

千駄木トト≦（〒113・0022）  

℡3822－2131  

整・リハ・内  医師／栄 博士  
平日／9：00～12：0015：00～18：∝）  
土曜／9：00～ほ：00  
体／日・祝  
千駄木2－43－】（〒113－0022）  

℡3822－9180  

◎ 
ク。＿3  

精・神・内  医師／藤原信禎  
平日・日曜／10：00～13：0015：∝ト19：00  

火曜／10：00～13：00  
休／水・土・祝  
千駄木2－39－2（〒113－0腿2）  

℡3821－3767  

⑳文京区医師会付属診療所A－2  

内・呼・外  医師／猪狩正昭  

山道 博  
月・水・金／9：00～12：0015：00～柑：00  
火・木・士／9：00～12：00  

儀摺・・線  
根津ト16－8 中村nレ2F（〒113－003り  

℡3822－47351辺3822－4735  

0金沢耳鼻咽喉科クリニックB－4  医師／近藤秀弥  内  
±／14：00～17：輸  
節埠軽重・日い噂  

内■循・呼  医師／定形綾香  

リウマチ  菅原正史  
月・火・金／10：00～13：0015：00～18：00  
水曜／10：00～12：0015：00～18：00  
土曜／10：J8恥椅：00  
休／木・・白ン横  

根津2・14・9（ダイナシティ文京麒1F）（〒113－0031）  

℡5815－8687 皿5815－8689  

◎ 
斗にわ医院A＿－  

耳  医師／金沢博俊  
平日／9：00～12：3015：00～18：30  
土曜／9：00～12：80  
体／木・日・祝  
根津卜4－4 河内ビル2F（〒113－0031）  

℡3823－8733  

◎クマモトクリ＝ツクB－2  

内  医師／吉行俊郎  
月・火・金／9：00～】1：3013：00～15：00  

18：30～20：00  

水・土／9：00～11：30  
木曜／9：00～ll：3013：00～15：00  
休／日・祝  

千駄木2－34－10（〒1柑－0022）  

℡3821－7994 皿382ト7994  

千駄木2－26－g（〒113－0022）  

℡3823－2217 皿3823－5586  

⑳文京クリニック A－2  
内・呼・アレルギー 医師／怠桐修二  
月・火・水・金／9：00～13：0015：30～19：00  
木曜／15：30～19：00  
土曜／11：00～13：30  
休／日・祝・木曜午前  
千駄木1－28－3カーサリーチ千駄木2F（〒】13－0022）  

℡3823－6614 皿3823－6614  

⑳文京動坂診療所 A－1  

内・外・整  医師／熊本 基  
皮・泌・リハ  
平日／9：00～13：00】5：45～18：45  

00～－3：00  

千駄木3－37－17－102（〒l】3－0022）  

℡5685－0811  

0下司婦人科クリニックB－3  

内・小  医師／丹羽 明  
平日／9：00～10：4513：00～16：45  

18：00～19：45  

木曜／9：00～10：4513：00～16：45  
土曜／9：00～ほ：45  
体／日・祝  

千駄木4－8－12（〒113－（氾22）  

1巳3824－0482 四謂鮎－6034  

◎内藤クリニック A－1  

イ
†
＼
鴇
 
 

－
巧
二
ヒ
■
 
 

内・呼・消  医師／橋本 宏  

循・眼  
平日／9：00～12ニ0013：00－16：00  

18：00～20：00  

土曜／9：00～12：00  
眼科（週1同夜間のみ）  

体／日・祝  

千駄木4－ほ－3（〒113－0022）  

℡3822－9680  

産婦・内  医師／下司有美  
平日／9：00～12：3015：00～18：00  
土曜／9：鱒卜13：00  

■／8・専  
横津2－14－＝T－ツウインズ出国F（〒】13－003り  

℡5832－4122  

0後藤耳鼻咽喉科医院A－2  

心内・精・神  医師／内藤志朗  
平日／9：∝ト13：00  
水・金／旦；00～13：0015：00～19：00  
体／曲・・祝  

千駄木4一両－10コーポラス舗2F（〒113－0022）  

℡5685－2455  

◎西村医院  B－2  

⑳細部医院  B－4  

泌・小  医師／細部高菜  
細部干晴  

平日／9：m～12：3015：00～19：00  
土曜／9：00～】2：0013：00～ほ：00  
体／木・臼・祝  
根津トト15（〒113－OD31）  

℡3822－6858 皿3822－腿59  

耳・気  医師／後藤博一  
平日／9：亭0～13：0015：30～18：30  
土曜／9：88～18：00  
懐／索・・日・っ搬 
千駄木卜20－7－202大根ビル（〒113－0ロ22）  

℡3821－3839 田382ト3839  

◎斎藤皮フ科  B－2  

内  医師／西村文夫  
高木知里  

月・水・金／9：00～12：0016：00～18：30  
（月曜のみ17：30～18：30）  

火・．木・土／9：00～12：00  
体／甘・ま  

千駄木註一別一9－】03（〒＝3－0022）  

缶3821－1721  

◎根津えんぜる眼科B－3  

⑳堀越医院  根
津
・
千
駄
木
 
 

B－1  

皮  医師／膏藤 裕  
平日／10：00～12：0015：00～】9：00  
土曜／9：00～12：00  
体／水・日・祝  
刊抹2－33・9・201パレ・トJレ千駄木2F（〒113・0022）  

℡382ト1236  

0酒井医院  A－1  

産婦・内・小   医師／堀越 俊男  
坂越 正子  
岩瀬  一  
岩瀬けい子  

平日／9：08～13：0016：00～18：00  
00～－3：∞  

千駄木3－4ヲー8（〒113－0022）  

1詮3821－8968 団3821一朗68  

⑳吉永眼科医院  B－3  

眼  医師／笹井章子  
平日／9：30～】2：0014：00～】7：00  
土曜／9：30～12：00  
休／木・8・祝  
根津2－15－12メゾントノ仙喜1F（〒113－0031）  

℡5815－1122 皿5815－1123  

◎同組合 

A＿3  
内・小・外  医師／酒井佳丸  
整・皮・耳  
平日／8：30～12：00 柑：00～21：00  
土曜／8：∂0－－12：00  

瞞・根  
干駄禾4－23－22（〒】13－0022）  

℡382二卜4696 四3821－4773  

◎小児科佐藤医院 A－2  

内・呼・消・循・皮 医師／川井 仁  
火・金／9：00～12：0014：00～16：30  

18：00～19：30  

月・木／9：00－12：0014：00～16：30  
水・土／9：00～12：00  

（〒，，3＿。。。り  

℡3823－0096 回3824－4141  

眼  医師／兼子博人  
月・火・木・金／】4：00～柑：00  
土曜／】4：QO～1フ：00  

＿ピア矧。2（〒．，。＿。。3，）  

℡3822－1207 回3822－1207  

⑳（医）森谷会森谷医院A－1  

葬」一働盤一丁目Ii   

小  医師／佐藤雅康  
平日／9：00～】2：0016：00～18：30  
土曜／9：00←12：00  
火曜／13：00～14：30（健診）  
木曜／柑：pO～15：00（予防接種）  

膵／撰・・機  

千駄木2－28・12（〒113－0022）  

℡3828－1500  

◎千駄木クリ＝ツクA－2  

◎馬場医院  A－2  内・小  医師／森谷茂樹  
森谷藤樹  

平日／9：00～ほ：0015：00～18：30  
土曜／9：OD～13：00  
体／木・日・祝   休駐在宅診轟8外来なし）  
千駄木5－43－】】（〒113－0022）  

℡382ト0128  

⑳山下医院  A－3  

医師／馬場 隆  内・皮  
平日／15：00～柑：00  
土曜／10：00～13：00  
体／＊・8・現  
千駄木5－34－11（〒113－0022）  

℡3821－0603 四5鵬5－62器  

◎日原内科クリニックA－2  

内  医師／山下政三  
平日／9：OD～10：0017：00～18：30  
亦嘩〆9：88瑚：00  
斬盤■・良一嘗 
根津ト19－9（〒113－0031）  

℡3828－0888  

内・循・アレルギー 医師／日原義文  
月■火・木・金／9：00～12：3015：00～18：（氾  
水・土／金：00～12：30  
鉾／噛■t鳶  

千駄木2－13－1ルネ千駄木プラザ2F（〒113－0022）  

℡3822－6262 四3822－5600  

内・胃・循  医師／小泉 勇  
月・水・金／9：30～ほ：30】6：00－19：00  
火・土／9：30㌣12：30  
株価t18‘親  
千駄木ト19－12エースハイツ鮒（〒113－0022）  

℡3823－3553  

◎   ○  



○西片クリニック B－3  ○（医洞友会春日クリニックB－4  ○いわさわ眼科医院B－3  
内・消・呼  医師／谷部正浩  
アレルギー・放  
平日／（午後のみ）17：30～柑：30  

体／土・日・祝  
西片2－25－8（〒113－0024）  

℡5803量7080  

内・循・消  医師／高谷雅史  
放・婦  谷部正浩  
平日／9：00～11：0013：00～16：00  
土曜／gこ00㌣11：00  

捧′′宙・畿  
西片ト15－10（〒113－0024）  

℡3813－0080 四5鵬9－0965  

眼  医師／岩澤博俊  
平日／9：00～12：3015：00～18：00  
土曜／9：00～12：30  

綾詔癒■召r漁  
向丘卜柑r5シーアイマンション本郷向丘201  
（〒113・0023）  

℡3818－1190  

○文京第一医院  B－3  
内・皮  医師／斎藤嘉美  
月・水・木・金／18：30～22：00  
月・火・土／13：00～16：30  
火曜／10：00～12：00  

皮（月拒し木曜のみ）  
休／首・t・  

向丘ト20－6 ファミール本郷201（〒113－0023）  

℡3812－0880 回3812－0880  

○エガワ眼科  B－3  ○田代医院  B－2  

眼  医師／江川知子  
平日／8：30～12：0014：30・・・・′17：00  

土曜／9：30～12：∝）  

緋シ価・日・挽・雪組．＿r＿  
向丘トト17 タカサギヤビル2F  
（〒113－0023）  

1巳5689－5207 皿5689－52鴨  

内り車・列・放   医師／田代真一  
平日／9：00～12：00】7：30～19：00  
木・土／9：00～12：00  
鉾〆踪メ視  
向丘2－2（I－3（〒113－0023）  

℡3823－0871  

○森田医院  B－2  

○西岡クリニック B－2  整・内・循  医師／森田達郎  
森田欣司  

平日／8：30～12：3016：30～18：30  
土曜／8：30～12：00  

月・火・木・土／整形・内科  
水・金／内科・循環器  

絆澗■概  
向丘2－35二 

℡3823－4919  

◎大橋内科クリニックB－3  
内・消・循  医師／西岡隆文  
月・水・金／9：00～12：3014：00～柑：00  
火曜／9：00～ほ：3015：00～18：00  
木■土／9：00～12：30  

操／判・諾  
向丘ト10－2（〒113－0ロ23）  

℡3812－1421 t田3812－5591  

内・消  医師／大橋 誠  
アレルギー  
平日・土／9：00～13：0015：00～19：00  

排ノ療・日・複  
西片2－15－11（〒113一抑24）  

℡5842－8670 四5842－8600  

◎  句l   



本郷  

◎本郷整形外科  B－3  ○坂口医院  Ar・3  ○相田医院  B－3  

整・リハ  医師／金 吉男  
月・火・木・華／9：m～12：劫 椅：的～柑：00  

水■土／9：00～ほ：30  

陣／8・蠣  
本那－32－7 乗京ピル2F（〒113－0033）  

島油14一編5＄ 耶814ぺ路60  

内・皮・泌  医師／坂口義信  
坂口正巳  

平白／9：00～12：3014：do～18：00  
禾・土／9：00～12：30  

体／甘・鞄  

本郷－9－22（〒113－8033）  

℡3＄11－1王媚0  

医師／相田尚文  内  
月・金／9：叩～12：38   

㌣ニ笥品旨  
火・水・木・土／  

g：叩～12：3017：08～19：卵  
悸澗i概  
本郷2－39－13（〒113－∝）33）  

℡3．81ト4蒔9 皿3816・購0  

金沢弓垂  

◎桜皮膚科  ◎本郷台皮膚科  B－3  ○飯田医院  B－3  8－3  

皮（予約制）  医師／三谷弘子  
月・水・金／10：45～12：3013：45～14：45  

体／火・土・日・祝（本不定期）  
本郷3－32－7 MSKビル2F（〒1】3－0033）  

℡5684－1431 皿5684・1431   

◎須崎医院  B－1  

皮  医師／上田純嗣  
平日／】0：00～13：0016：00～19：00  
土曜／摘抑ト13：00  

條〆索；・・臥幾  

本郷5－ト15安野ビル3F（〒113－8033）  

℡3812－4112 四3糾2－4111  

内  医師／飯田 晃  
月・水・金／9：00～12：3015：00～18：30  
火・木・土／8：00～12：30  

倖〆首・視 
本郷2－32－12（〒113－0033）  

℡381ト4952 国論11・4938   

◎（医）駒会石J11クリニックB－2  内・小  医師／清川索道  
平日／9：00～12：0016：30～】8：00  
土隈／凱8か－ほ：00  
薩ノ盛・・日・歯  

本細6－26－15（〒113－0033）  

℡3811－2990   

◎（医）トタルライフ医療会   

トタルライフクリニック本納科B－4  

◎本郷内科クリニックA－2  
内・胃  医師／石川舜一  
平日／9：38～】2：3014：00～18二00  
土曜／9一：∝トほ：30  

課／燕・・臼・懲 
本部5－29－12－】03 赤門ロイヤルハイツ103  
（〒l13－803鋤  

℡3814「345t；薗油14－お知   

○一宮クリ＝ツク B－3  

内・消  医師／山崎瑞樹  
月・火・木・金／9：00～ほ：8814：恥柑：00  

土囁／9：00～ほ：細  
水摩／9：叩～12：由  

拠イ寧・根  
本御一糾－さ 春日ビル7F（〒1椅一朗鱒）  

℡568むioo9 脚一l009  
l －い．ナ  

㌧i・⊥．＿■、・．＿ 二さ  
内・消（胃）・小 医師／馬渕 茂樹  

穴水聡一郎  
長屋 直樹  

平日／9：即γ柑：α）15：00～】8：30  

睡／虚・旧・漁  

本郷3－3－】2 K■sビル2F（〒】13－0033）  

℡5689－2691 皿5689－2692   

◎浜島医院  B－1  

産・婦・内  医師／一宮和夫  
平日／9：30～12：45 ほ：00～18：30  

（水曜午前中のみ）  

土曜／柑：00←一12：45  

特用一報  
表郷畠－27－8 太陽館ビル1F（〒113－0033）  

℡3818－5371 一辺3818・5801   

0うすだクリニック B－3  

⑳本田医院  A－2  

内・外・胃  医師／本田英世  
平日／寧：38～13：的1酢瀾ト18：30 
士廊／那加ト1a：叩  

緋／藍卜筍 
本鴨4－3D－ほ （〒113・∝旧3）  

℡3朗＿4・55才8 皿謝5・l鵬7  

小  医師／濱島開郎  
平日／◎：恥12：00 柑：88～柑：3¢  
土脛／9：30～12、：08  

無げ巣も竜煉十島■・触  
本那－25－5（〒113－8旧3）  

℡3812－8183   

⑬春木町クリニックB－3  

内  医師／薄田康広  
月・火・水・金／9：00～12：3015：00～18：30  

木・士／9：（氾～12：30  

♯〆島木機  
本郷4－36・5 ネオパリ工1F（〒113－0033）  

℡5840－8250 皿5840－8251  

士円日月々堂眼科医院A－3  

⑳山田眼科医院  B－3  
眼  医師／山田美也子  
平日／10：00～13：0015：00～17：45  
土曜／沌：陶一凄：30  

休／水り甘辛絶 
本御－5－10サンファミリ側1（〒】13－0033）  

℡3814－1817 皿3糾4－2917  
内・呼・循  医師／李 券興  

平日／9：30～13：0015：00～柑：30  
土曜／9：80～13：00  

憺〆日▲複  
本郷3－32－7 東京ビル3F（〒1柑－0033）  

℡5800－1601 回5800－1604   

◎文京眼科医院  B－3  

眼  医師／太田陽一  
平8／10：00ゥー12：0014：00～17：00  
第1・4土曜／18：00～ほ：00  
繰〆轟・邑．・薇｛帯1・v．亀駄  
本郷ト3ヨ・12－柑3（〒113－0033）  

℡3811・0318呵秘11－0318  

⑳ゆき医院  B－2  

内・消・心内   医師／大田由己子  
用・火・水・木／9：00～13：00 椅：8恥18：（拍  

車韓／椅：叩～18：叩  
重電／9：閲～柑：08  

艶凋紳蹄掛如月・戎  
本郷5－28－2東大赤門前ビル3F（〒113－0033）  

℡5840－8660 t辺58亜・8661  

眼  医師／藤本真理  
平日／10：00～12：3014：30～17：00  
水曜／14：30～17：00  
圭隈／10：00～12：3014：00～16：00  

触〆寧・瞥・．脚  
本郷2こ4ロ・3（〒1柑iOO33）  

℡3813－1117 皿3813－11別）   

◎文京神経科診療所B－3  

○熊谷眼科  B－2  

眼  医師／熊革みどり  
平日／10：∝ト13：qO14；の－け：眉0  
土曜／10：8Q～18：qO  

脚本・寧ヰ鰯・礫御領  
本郷5－2石・格 称ビル2Fぐ〒113－0033）  

℡3811－1504」血光11・1504   

◎クリ＝ツクヴェルデc－3  

臼酬属 
。－4  

団（財）慈愛病院  A－2  8東京大学医学部附属病院c－2  
内・呼・消・循・小・精・神・外  
整・形・脳・心外・呼外・小外・産  
婦・眼・耳・皮・泌・歯・放・麻  

リハ  
平日（初診）／8：Od～11：∞Ⅰメンタ肌＝め10：師聞  

11：餌ト15：00（メンタ値リニめ14：媚綬）  

土隈（初診）／8：00ト11：m（メ沖肪り討ク10：3艦司   

（但し毎月策2土曜日は休診）   

3★＋丁一諸  

本郷針ト3（〒l13・削3り  

℡泌ほ・3111  

内・外・消  院長／吉田勝俊  
肛・放・麻・皮・リハ   吉田 責  

小林 中  
平日／9：00～】2：0013：00～】7：00  

土曜／9：00～12：00  

皮（火曜午後、木曜のみ）  

脚日・覇■  
本純一12－5（〒113－0033）  

℡3812－73601辺3811－7717   

内・小・精・神内・外・整・形・脳  
呼外・心外・小外・産婦・眼・耳  

皮・泌・歯・放・麻  
平日／8：aO～15：00  

酬同■  
本細7－3－1（〒113－OD33）  

1圧3815－5411  

医師／伊達 実  精・神  
月・金／柑：08－17：80  

麻  医師／山野みどり  
月・金／柑一：80～柑：00  

火・木／9：00叶18：叩  
金廟樋）／10：qO可2沃旧  
跡〆讃t生・‾＝鰹1裾 
本細3－44－き RS本社ビル3F（〒113－8033）  

薗5一拍5・3977 喝58拓・3977  

水／13：i泊～20：08  
土／10：00～t3：的  
欒1・第3日曜10：00ん13：：（氾  

儒〆鬱・書1、樹中日竃・火・串  
本郷4－37－13－1001文京センター凹レ10F  
（〒11＝卜0033）  

1詮3813・餌）16  

■2モ」   ◎  



湯島  

○明神下診療所  B－4  ○後藤眼科医院  B－3  0．いずみ内科ク廿＝ツクBrヨ  
神・精  医師／米田衆介  
平日・土／10：3p～柑：00 柑：∞～柑：QO  

傭／周一躯．・駐！積  
千代田区外神田2－5－12タカラビル2F  
（〒1Qト002り  

℡5207－ぬ77  

内  医師／倉垂＝郎  
扁・火，水，金／9：8Q～柑：0016：00～柑：（カ  

木l零／9：00～柑：00  

■稗／蓋・骨・欄  

漏■2・3ト25 太陽ビル2F（〒113－∝朗）  

℡5842－8560 皿鎚42一路欝  

眼  医師／後藤景雲  
平日／9：00～18：00  
土曜／9：00～柑：00  

喋／日一陣  

湯島2・aか5（〒1柑－ぬ弼  

℡3811－0＄56  

◎渡辺耳鼻咽喉科医院c－3  ○大塚診療所  B－3  ○澤田医院  C－3  
耳  医師／渡辺 胃  
平日／10：08～柑：001ら：8P～18：（氾  

株／虚・・司・▲裾  

畠島3－38二12 野口ピル2F（〒113－0034）  

℡3革36－087¢ 正睦翔一08ゆア  

内・小  医師／大塚博太  
大塚宜一  

月・水・金／9：00ん12：的1・5：00′－18：00  
火・ホ・土／9：陥～12：00  

附′僅：一襟  

湯島3一別－8（〒l13－OD3弔  

℡3831－2294 皿383ト瓢2  

内・産婦・泌  医師／澤田昌夫  
平日／10：00～柑：001ら：鵬～柑：30  

木・土／柑：∝トー13：80  

緋／諺・ギ  

湯島3－39－2（〒lほ・0∝拘）  

1丘383ト5043 圃5槌8・由55  

目 

立病院B＿3  
○清家クリニック  ○ 

医院 B＿2  
C－3  内・小・外・整   医師／宮崎 純  

産婦・眼■耳・皮・歯・心内  
神内・泌・リハ・放■麻  
一般蟹付  
平日午前／8：劫～11：雨   

中後／ほ：45～椅：00  
最終士庸一年前のみ）／8：3（ト11：08  

l l  

叩k噂W 
湯島3－5－7（〒113－00朗）  

鱒：埠3ト2181  

内・消・小  医師／清家正弘  
平8／g：00～柑：灯 用：00～18：00  

卓曜′9：甲～柑：00  

線／繭・′瀧  

湯島3－44－1芦苅ビル1階（〒113－0034）  

℡3831－2438 硯3831一別鎚  

医師／石川みずえ  
平日／9▲08－柑：狐  
土曜／9：恥～13：00  

陣／事、・F・t  
漂鳥4－9－8（〒l13一仙）  

℡3S・11－0888 皿弛Il－22怒  

○野口皮膚科医院  C－3  
○奥田医院  B－4  

皮■刃l皮  医師／野口律子  
平日／10：（泊～柑：0015：00～18：00  

水闊／椅：∞ん18：00  

轡／鼓・’．礫・鬱 濃島3－38－12（〒l13・∝別）  
℡急埠1・2321四声萬1・・幻21  

内・胃・小  医師／奥田晃三  
平日／9：00～12：3014：30－18：00  
＃曜／g：00～ほ：30  

鋒／率巧巨嘗  
湯島8一諺－2（〒113一∝旧咄  

℡3ぬ1・・83乃  

犬学医学部  

内・呼・小・精・神内・外・整  
脳・産婦・眼・耳・皮・泌・放  
麻・形成・心外！篠  
平8／8：即～12：即18：∝ト17：叩  

湯島ト5－45（〒113－803の  

℡3813－611l  

R－4  

◎萩原医院  ○御茶ノ水聖橋クリニックB－4  B－4  

内・小・婦  医師／轟原廣光  
平日／9：00～12：3016：00～柑．：80  
木曜／9．：00～12：30  

燦巧軒咤巨親 
憲欝∋二8・憑（苧113－OD糾）  

℡383ト7813 曙脚1－7糾0  

内・皮・小  医師／野々村芳映  
アレルギー  
月～金／9：仰～柑：0014：∝ト17：00  
土隠／g：00←13：00  

夜間1月・水・金）／けこ恥～20：08  

詳牒・・鬱  
湯島卜針15 案洲ピノ姥F（干1椅一刷  

℡5689一関11立坪鱒・野郎  

「牢】  



休日の急患で困ったときに  

休日診療   

日曜・祝日・年末年始に、内科、小児科を中心に地区医師会所属の医療機関に   

て休日診療を行います。   

★日・祝日・年末年始 昼 間／ 9：00～17：00  

準夜間／17：00～22：00   

なお、毎月区報「ぶんきょう」に休日当番医を掲載しています。  

●ホームページ「文京区のお医者さん」は、http：／／www．bunkyo－med．orjpで   

以下の各種情報をご覧いただけます。  

医療機関の最新情報、休日診療当番医、緊急時などの医療情報、   

子育て支援セミナー、予防接種、健診などのお知らせを掲載しています。  

●文京ケーブルテレビ5チャンネル「地域情報テロップ てれぴインフォメ」  

でも、休日診療当番医、医師会からのお知らせ（予防接種、健診）をご覧い  

ただけます。  

「てれぴインフォメ」は、東京ケーブルネットウ一夕のホームページから  

もご覧いただけ課す。  

●文京区急患情報センター  火～土／8：30～17：00  

℡、5803－1117   

●東京消防庁テレホンサービス （24時間受付 年中無休）  

℡32 

●東京都保健医療情報センター「ひまわり」  

（24時間受付 年中無休）℡5272－0303  

文京区のかかりつけ医マップ  
身近なお医者さん  

平成19年9月30日 第四版発行  

発行 社団法人 小石川医師会  

‡112－0002東京都文京区小石川5－6－9  

℡03（3947）0411  

社団法人 文京区医師会  

〒113－0022東京都文京区千駄木2－26－8  

℡03（3823）2216   

◎  
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I  

森口J   

を巴利用くだ古い  
電話によって看護師が「かかりつけ医」及び「医療機関情報」等の  

紹介や相談に応じております。  

TEL＆FAX3947・rO422  
窓口受付時間   

毎週月曜日～金曜日（祝祭日・年末年始を除く）  

午前9：00～12：00  

ホームページ「文京区のお医者さん」で医療情報を！  

http：／／WWW．bunkyo－med．or．jp   


