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● ご利用にあたって 

「北区の病院・診療所・歯科診療所一覧」は、令和４年５月２４日現在における保健所へ

の届出内容に基づき作成したものです。区民の皆様が利用されることを目的に作成していま

すので、一般の外来を受付けていない特殊な施設、休診中の施設は掲載していません。 
 

本誌内容は発行後に変更される場合がありますので、ご利用にあたっては、

かならず医療機関へ確認の上、受診してください。         
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◇◆診療科名の略称◆◇ 

内科系 

内 内科 が内 がん内科、内科(がん) 

呼内 呼吸器内科 肛内 肛門内科、内科(肛門) 

消内 消化器内科、内科(消化器) 内視内 内視鏡内科 

循内 循環器内科 血液内 血液内科 

胃内 胃腸内科 ペ内 ペインクリニック内科 

腎内 腎臓内科 緩内 緩和ケア内科 

透内 透析内科 老年内 老年内科 

人透内 人工透析内科、内科(人工透析) 糖内 糖尿病内科、内科(糖尿病) 

内泌内 内分泌内科 代内 代謝内科 

血液腫内 血液腫瘍内科 漢内 漢方内科 

外科系 

外 外科 胆外 胆のう外科 

整 整形外科 膵外 膵臓外科 

形 形成外科 大腸外 大腸外科 

美 美容外科 消外 消化器外科 

脳 脳神経外科 肛外 肛門外科 

内視外 内視鏡外科 心外 心臓血管外科 

食外 食道外科 内泌外 内分泌外科 

胃外 胃腸外科 血管外 血管外科 

肝外 肝臓外科 ペ整 ペインクリニック・整形外科 

呼外 呼吸器外科   



 
◇◆診療科名の略称◆◇  

 

 

 

 

臓器・器官系 小児科系 

眼 眼科 小 小児科 

耳 耳鼻咽喉科 神小 神経小児科 

気 気管食道科 小眼 小児眼科 

呼 呼吸器科 小外 小児外科 

胃 胃腸科 小耳 小児耳鼻咽喉科 

循 循環器科 小皮 小児皮膚科 

消 消化器科 新生内 新生児内科 

泌 泌尿器科 女性系 

肛 肛門科 産 産科 

皮 皮膚科 婦 婦人科 

美皮 美容皮膚科 産婦 産婦人科 

精神・心療・神経系 乳内 乳腺内科、内科（乳腺） 

精 精神科 乳外 乳腺外科 

神 神経科 機能系 

神内 神経内科 理 理学診療科 

脳神内 脳神経内科 リハ リハビリテーション科 

心療 心療内科 その他 

心療（小） 心療内科（小児） 放 放射線科 

心療（女） 心療内科（女性） 麻 麻酔科 

老年心療 老年心療内科 性 性病科 

老年精 老年精神科 アレ アレルギー科 

歯科系 リウ リウマチ科 

歯 歯科 病診 病理診断科 

矯歯 矯正歯科 放診 放射線診断科 

小歯 小児歯科 救急 救急科 

歯外 歯科口腔外科、口腔外科歯科   

小矯歯 小児矯正歯科   



1 医療法人社団中央白
報会白報会王子病院 王子二丁目１４番１３号 03-3912-6611

内、呼内、循内、放、外、整、
脳、消内、眼、婦、麻、リハ、
耳、皮、泌、乳外、精、腎内

2 王子生協病院 豊島三丁目４番１５号 03-3912-2201
内、神内、呼内、循内、消内、
小、外、整、泌、皮、リハ、老年
内、緩内、心療、腎内

3 医療法人財団明理会
明理会中央総合病院 東十条三丁目２番１１号 03-5902-1199

内、呼内、循内、消内、腎内、神内、
消外、肛外、乳外、外、整、脳、形、
皮、泌、眼、心外、麻、糖内、リウ、
婦、血液内、放、血管外、リハ

4
医療法人社団慈光
会八木病院

東十条四丁目１４番８号 03-3912-3121 内、外、内視内、大腸外、
肛外、眼、皮、泌、リハ

5 北療育医療センター 十条台一丁目２番３号 03-3908-3001
内、精、脳神内、小、
外、整、皮、泌、眼、耳、
歯、リハ

6
医療法人社団田島
厚生会神谷病院

神谷一丁目２７番１４号 03-3914-5535 内、外、整、泌、リ
ハ、循内、糖内、脳

7 赤羽東口病院 赤羽一丁目３８番５号 03-3902-2131
内、循内、糖内、神内、心療、
外、胃外、大腸外、肛外、内視
外、乳外、整、リハ、救急、脳、
アレ、泌、消外、血液内、麻

8
医療法人社団埴原
会赤羽病院

赤羽二丁目２番１号 03-3902-3261
内、放、消内、循内、外、
整、肛外、リハ、乳外、腎
内、泌

9
医療法人社団福寿
会赤羽岩渕病院

赤羽二丁目６４番１３号 03-3901-2221
内、循内、呼内、整、
皮、リウ、脳、消内、神
内、血液腫内

10
赤羽リハビリテー
ション病院

赤羽西六丁目３７番１２号 03-5993-5777 リハ、神内

11 医療法人社団博栄会
赤羽中央総合病院 志茂一丁目１９番１４号 03-3902-0348

内、消内、消外、循内、小、外、
整、脳、泌、リハ、放、麻、人透
内、腎内、救急、呼内、内視外、
眼、小眼、皮、耳、婦

12 公益社団法人地域医療振
興協会東京北医療センター 赤羽台四丁目１７番５６号 03-5963-3311

内、呼内、消内、循内、腎内、脳神内、血液
内、小、外、内視外、食外、胃外、大腸外、肛
外、肝外、胆外、膵外、乳外、内泌外、整、
脳、小外、皮、泌、産婦、眼、耳、リハ、放、
麻、病診、救急、精、形、呼外、糖内、心外

13
医療法人社団博栄
会浮間中央病院

赤羽北二丁目２１番１９号 03-3907-8711
内、呼内、循内、糖内、心
外、消外、整、脳、泌、放、
外、リハ、腎内、内泌内

14
医療法人財団逸生
会大橋病院

桐ケ丘一丁目２２番１号 03-3907-1222
内、神内、外、整、
リハ、婦、消内

15
社会福祉法人新栄
会滝野川病院

滝野川二丁目３２番１２号 03-3910-6336 内、整、皮、耳

16 花と森の東京病院 西ケ原二丁目３番６号 03-3910-1151
内、外、整、婦、眼、麻、リ
ハ、耳、脳、救急、泌、
皮、形

17
医療法人社団三恵
会西ヶ原病院

西ケ原二丁目４６番９号 03-3917-6561 内、精、神

18
医療法人財団富士
病院

西ケ原三丁目３３番１１号 03-3910-6661 内、精、神、心療

19
医療法人社団金地
病院

中里一丁目５番６号 03-3821-6433
内、精、神、外、
放、麻
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1
王子こころのクリ
ニック

王子一丁目５番３号ＡＲビル
５Ｆ

03-5902-7888
心療、老年心療、
精

2
おおたけ整形外科・
内科

王子一丁目８番１号王子
パークビル６Ｆ

03-3914-1177
整、リハ、リウ、
内、糖内

3 長岡クリニック
王子一丁目１０番１３号旺栄
ビル４階

03-5902-3833 胃、内、肛、皮

4
王子こうもん胃腸ク
リニック

王子一丁目１０番１７号
ヒューリック王子ビル４階

03-3914-7333 肛外、消内

5 医療法人社団健整会
ＹＳＪ王子整形外科

王子一丁目１０番１７号
ヒューリック王子ビル４階Ａ

03-6915-4154 整、リハ

6
たかの内科クリニッ
ク

王子一丁目１０番１７号
ヒューリック王子ビル５階

03-3912-8544
内、小、糖内、老
年内、循内

7 王子さくら眼科
王子一丁目１０番１７号
ヒューリック王子ビル５階

03-6903-2663 眼、小眼

8
シマダ皮膚科クリ
ニック

王子一丁目１０番１７号
ヒューリック王子ビル５階Ｂ

03-6903-3080
皮、美皮、小皮、
形、アレ

9 峯岸医院 王子一丁目１２番１１号 03-3911-5660 内、小

10 小泉眼科クリニック
王子一丁目１４番１号山本
屋ビル２階

03-3912-1241 眼

11 王子小泉医院 王子一丁目１４番３号 03-3911-0128
内、消、小、皮、
放、アレ、泌

12 杉田眼科クリニック
王子一丁目２２番５号サンプ
レー王子ビル２０１号室

03-3912-0020 眼

13
王子耳鼻咽喉科医
院

王子一丁目２３番１１号王子
ＳＲビル１階

03-3914-2901 耳

14 いさ内科クリニック
王子一丁目２５番１０号アル
カディア津多屋１Ｆ

03-3927-1105 内、神内、リハ、小

15 医療法人社団康優会
染谷メンタルクリニック

王子二丁目１２番１２号松尾
ビル１階

03-5959-8511 心療、精、神

16 社会医療法人関愛会
北区王子クリニック 王子二丁目１７番５号 03-3913-8725 内、循内

17
王子歯科クリニック・
美容外科

王子二丁目２６番２号ウェル
ネスオクデラビルズ３階

03-3914-6480
美、歯、矯歯、小
歯、歯外

18 まさき循環器科内科
王子二丁目３０番６号末永ビ
ル１Ｆ

03-3913-8886 内、循、呼、胃

19 医療法人社団愛由会中
野レディースクリニック

王子二丁目３０番６号末永ビ
ル３階

03-5390-6030 産婦

20
王子三丁目クリニッ
ク

王子三丁目１４番３号アロー
ビル１Ｆ

03-5390-3422 内
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21 大西医院
王子四丁目１７番２号ウェル
グラン１Ｆ

03-3911-3387 耳

22
医療法人社団こや
の整形外科内科

王子四丁目２２番１２号ヴェー
ジュサフィール１０１号室 03-5959-5831 整、内、リハ、リウ

23
スワンレディースクリ
ニック

王子四丁目２７番７号 03-5944-6028 産婦

24
医療法人社団雷鳥
会うえやま眼科

王子五丁目１番４０号サミットスト
ア王子桜田通り店２階１４号室 03-3914-3300 眼、小眼

25
おうじキッズクリニッ
ク

王子五丁目１番４０号サミットスト
ア王子桜田通り店２階１２号室 03-3914-1511 小

26
わたなべ耳鼻咽喉
科

王子五丁目１番４０号サミッ
トストア王子桜田通り店２階

03-6903-3255 耳、小耳、アレ

27 ごとう内科
王子五丁目１番４０号サミッ
トストア王子桜田通り店２階

03-3914-2510 内、消内、内視内

28 東十条整形外科
王子五丁目１番４０号２階１
３号室

03-3919-0800 整、リハ

29
医療法人社団リボン
会小湊小児科医院

王子五丁目２番２‐１０８号 03-3927-2272 内、小

30
いとう王子神谷内科
外科クリニック

王子五丁目５番３号シーメゾ
ン王子神谷３階

03-5959-7705
内、外、乳外、内視内、
消内、呼内、循内、麻、
救急、小、泌、皮

31 高橋医院 王子五丁目１９番１５号 03-3911-3666 内、小、放

32 吉田医院 豊島一丁目３５番１１号 03-3911-5302
内、神内、小、皮、
放

33 赤松眼科医院
豊島一丁目３５番１５号ＫＩビ
ル１階

03-5390-7788 眼

34 桑畑医院 豊島二丁目６番１号 03-3919-0700 小、アレ、皮、内

35 渡辺医院 豊島二丁目１２番１６号 03-3914-2244 内、循内

36 竹内医院 豊島三丁目６番１号 03-3911-6167
内、消内、呼内、
循内、皮

37 豊島団地産婦人科 豊島五丁目５番５‐１０６号 03-3927-0429 産婦

38 としま町クリニック 豊島五丁目５番５‐１０７号 03-3927-3778
内、アレ、小、整、
皮、リハ、外

39 医療法人社団慈広会王
子神谷齋藤クリニック 豊島八丁目２４番４号 03-3911-5433 内、循、消、小

40
医療法人社団赤門
会村岡医院

堀船一丁目１２番１５号 03-3911-3016
内、外、皮、アレ、
耳
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41
医療法人社団福寿
会堀船クリニック

堀船二丁目３番１３号２階 03-5902-3071 精、内

42 やぎゅう医院 堀船三丁目１８番３号 03-3911-2373 内、小、外、小外

43 クリスタル眼科 堀船三丁目１８番３号 03-5902-5089 眼

44 東京ふれあい医療生活
協同組合梶原診療所 堀船三丁目２９番９号 03-3911-5171 内、呼内、外、整、循内、

消内、アレ、小、リハ、放

45
東京ふれあい医療生活協
同組合オレンジほっとクリ
ニック

堀船三丁目３１番１５号 03-3911-2661
老年内、内、老年
精

46
しかだこどもクリニッ
ク

堀船三丁目３８番３号 03-3911-5228 小

47
医療法人社団共和
堂医院

東十条二丁目５番１号 03-3911-0665
内、小、皮、放、消
内

48 生協北診療所 東十条二丁目８番５号 03-3913-5271
内、整、皮、人透
内

49 医療法人社団ききょう
会東十条クリニック

東十条二丁目１４番１１号マ
ンシオンフルーランス１階

03-6903-2075 内、精

50
医療法人社団廣和
会中島クリニック

東十条三丁目１番１４号ライ
フェールマンション東十条１階 03-6915-4700

内、呼内、整、精、
心療

51 医療法人社団清緑会
馬場内科クリニック 東十条三丁目２番１１号 03-5902-3707 内

52 武内整形外科医院
東十条三丁目７番１０号納
見ビル１Ｆ

03-5959-7860 整

53
医療法人社団石山
耳鼻咽喉科医院

東十条三丁目１０番１５号１
階３－１０６号

03-3914-6005 耳、気

54 石川内科医院 東十条三丁目１０番１５号 03-3914-6007 内

55 神谷橋眼科医院 東十条三丁目１０番１５号東十
条サンハイツ１階クリニック棟 03-3914-6006 眼

56 渋谷医院 東十条三丁目１５番１５号 03-3919-3356 内、皮、放、小

57
東十条さかい糖尿
病・内科クリニック

東十条四丁目５番１６号ＨＪ
フレール１０１

03-3914-2000 糖内、内

58
医療法人社団日明
会木村眼科

東十条四丁目８番１１号ホワ
イトソフィア１０１号

03-3914-0550 眼

59
せいおん耳鼻咽喉
科

王子本町一丁目２番１２号
清音閣３Ｆ

03-3907-3311 耳、小

60 しんぼし訪問診療所 王子本町一丁目４番１２号レ
ジェンド王子本町ビル３０５号室 03-5948-8257

内、外、腎内、消
外
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61 吉本医院 王子本町一丁目１１番３号 03-5924-1735
内、消、循、呼、ア
レ

62
医療法人社団いとう
皮ふ科

王子本町一丁目１４番１２号
ＫＹビル１階

03-5924-4112 皮

63 医療法人社団華成会
王子眼科クリニック

王子本町一丁目１８番４号ヴィー
ヴル１階１０２号室２階２０１号室 03-5913-7013 眼

64 松田医院 王子本町一丁目２０番１０号 03-3908-3315
内、小、外、皮、リ
ハ

65
王子北口内科クリ
ニック

王子本町一丁目２４番８号エ
スポワール王子１階

03-5948-1717 内

66 佐久間医院 王子本町一丁目２７番４号 03-3900-2447 内、小

67 さくらクリニック
岸町一丁目３番１号伯清王
子ビル３階

03-3908-0001 泌、内

68
王子駅前メンタルク
リニック

岸町一丁目３番１号伯清王
子ビル４階

03-3908-0556 心療、精

69
医療法人社団桜の
園十条クリニック

中十条二丁目１２番２号写
光ハイム東十条１０１号

03-3908-1252
内、胃内、外、整、
肛外

70
医療法人社団健樹
会横山医院

中十条二丁目２２番１６号１
階

03-3908-3452 内、小、胃

71 吉利医院 中十条三丁目１２番８号１Ｆ 03-3908-5505 内、小、神内

72
医療法人社団向井
医院

十条仲原一丁目４番１２号 03-3907-3387 耳

73
医療法人社団亮敬
会板垣医院

十条仲原一丁目４番１４号 03-3907-1450 内、外、小

74 十条さくら皮膚科
十条仲原一丁目８番２７号２
階

03-5948-5100
皮、アレ、小皮、美
皮

75
ハルこころクリニック
十条院

十条仲原一丁目８番２７号３
階

03-6454-3720 精、心療

76 医療法人社団鳳優会あ
すかホームケアクリニック

十条仲原一丁目２５番１０号
高木ビル２階

03-5963-5980 内、泌、脳神内

77
医療法人社団天使の梯子
せき・ぜんそくクリニック十
条

十条仲原一丁目２８番１３号
ラファエーラ十条１階

03-3905-1862 内、呼内

78
医療法人社団泉壽
会富士見診療所

十条仲原三丁目１番５号１
階

03-3900-5354 小、内、アレ、皮

79 石垣医院 十条仲原三丁目２１番７号 03-3900-8633 内、循内

80
医療法人社団清野
内科医院

上十条一丁目９番１０号 03-3908-1350 内、麻
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81
医療法人社団幸生
会青柳診療所

上十条一丁目９番２５号１階
２階

03-3907-0360 内、胃、放

82 おひさまクリニック 上十条一丁目１９番８号１階 03-6454-3511 小、アレ、耳、小耳

83
十条かねたか整形
外科

上十条二丁目８番７号１階 03-3900-3322 整、リハ

84
医療法人社団松和
会十条腎クリニック

上十条二丁目１３番１号ガー
デニア４階

03-3908-2411 内

85
しらい耳鼻咽喉科ク
リニック

上十条二丁目１３番１号ガー
デニアビル３０１

03-5993-6390 耳、小

86 医療法人社団寿廣記念
会岸メディカルクリニック 上十条二丁目２１番１号 03-3908-2103 内、外、整、消内、循内、

呼内、糖内、泌、リハ、放

87
十条メンタルクリニッ
ク

上十条二丁目３０番１号ブ
ラックストンビル６階

03-5948-8126 精、心療

88
十条皮フ科クリニッ
ク

上十条二丁目３０番１号ブ
ラックストンビル５階

03-5924-0888 皮、形

89
医療法人社団十条
銀座診療所

上十条二丁目３０番４号ミツ
ヤビル１階Ｂ号室

03-3908-1826 皮、泌、外

90
永振クリニックメディ
カルセンター

上十条三丁目３番１７号 03-5993-6622 整、リハ

91
医療法人社団齊木
医院

上十条三丁目１２番９号 03-3908-2330 内、精、放、皮、眼

92
医療法人社団藤崎
医院

上十条三丁目１３番１２号 03-3908-6330 内、小、放

93 松下クリニック 上十条三丁目１６番１１号 03-5993-5555 内、婦、産

94 十条こどもクリニック
上十条三丁目２２番８号エク
セル千葉１０１号室

03-5948-6386 小、神小

95 船木眼科医院 上十条三丁目２５番５号 03-3906-3320 眼

96
メンタルクリニック赤
とんぼ

上十条三丁目２９番６号ビル
ヴァンテアン２０１

03-6454-3877
精、心療（小）、心
療（女）、小

97
医療法人社団まつ
お眼科クリニック

上十条三丁目２９番１５号ド
ムス・ナカムラ１階

03-5993-2200 眼

98 十条霞医院 上十条四丁目６番１３号 03-5948-8536 婦、内

99
医療法人社団依仁
会原クリニック

上十条五丁目９番３号 03-3908-6277 内、外、整、リハ

100
医療法人社団かとう
クリニック

神谷一丁目１２番９‐１０１号 03-3913-1103 小、内、アレ、精
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101
医療法人社団隆樹
会木村クリニック

神谷一丁目１５番９号 03-3911-1220
内、皮、整、老年
内

102 飯田産婦人科医院 神谷二丁目１番３号 03-3902-2916 産、婦

103
医療法人社団ＡＴた
むら内科クリニック

神谷二丁目２５番４号新フク
シビル１階

03-3598-0888
内、消内、糖内、
小

104
医療法人社団鳥居
整形外科

神谷三丁目３６番７号 03-3903-2323 整、理

105
医療法人社団おか
だ皮フ科クリニック

赤羽一丁目２番２号モン・マ
レー２０２号室

03-3598-1165 皮、アレ

106
医療法人社団典天
会赤羽しまだ眼科

赤羽一丁目７番９号赤羽第
一葉山ビル４０１号

03-5939-7388 眼

107
湘南美容クリニック
赤羽院

赤羽一丁目９番３号赤羽駅
前ビル７階

050-5576-1191 美、美皮

108
赤羽牧洋記念クリ
ニック

赤羽一丁目１１番２号１階２
階

03-3598-6697
整、リハ、外、小、消内、
肛内、乳内、糖内、が内、
漢内

109
赤羽すずらんメンタルクリ
ニック 心と眠りの心療内
科．精神科

赤羽一丁目１３番１号ミドリ
ヤビル６階

03-5249-3233 心療、精、内

110
赤羽駅前女性クリ
ニック

赤羽一丁目１３番１号ミドリ
ヤビル４階

03-6903-9090 産婦

111 医療法人社団よつば
会赤羽駅前心療内科

赤羽一丁目１９番７号葵ビル
１０１

03-3901-3710 心療、精

112 赤羽医院 赤羽一丁目２７番５号 03-3901-1879 内、皮

113
医療法人社団五十
嵐医院

赤羽一丁目４９番９号 03-3901-3131 皮

114 赤羽岩淵診療所
赤羽一丁目５８番２号ニュー
大谷ビル１階

03-6903-8190 内

115
赤羽もり内科・腎臓
内科

赤羽二丁目４番５号 03-5249-3210 内、腎内、糖内

116
医療法人社団ほくと
クリニック

赤羽二丁目９番６号別當ビ
ル１０１号室

03-3901-4926 内、小、アレ

117 赤羽すずらん眼科
赤羽二丁目９番１０号グリー
ンハイム赤羽１０１

03-3903-6336 眼

118 医療法人社団松和会
望星赤羽クリニック

赤羽二丁目１１番３号砂田ビ
ル１、２、３、４階

03-3902-0255 内、人透内

119 医療法人社団雄昌会
うちこし整形外科内科

赤羽二丁目１３番１号花川ビ
ル１階１０１号

03-3903-7887 整、内、消、皮

120 医療法人社団生和会赤
羽レディースクリニック

赤羽二丁目１３番１‐２０１号
花川ビル２階

03-5249-5651 婦、産、内
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121
おりはた乳腺胃腸パ
ラスクリニック

赤羽二丁目１３番３号サトウ
ビル３階

03-3902-3123 内、乳外、胃内

122
赤羽ウェルネスクリ
ニック

赤羽二丁目１５番１０号山田
ビル３階

03-3902-1111 血管外、整

123
プルージュ美容クリ
ニック赤羽院

赤羽二丁目１５番１０号山田
ビル２階

03-3902-2005 美、美皮

124
医療法人社団彩祥
会中島皮フ科

赤羽二丁目２３番２号鵬ビル
１階、２階

03-3598-2823 皮、アレ、形

125
はんだこどもクリニッ
ク

赤羽二丁目６９番４号クリ
ニックプラザ２１ ２Ｆ

03-3901-7433 小

126
医療法人社団健敏
会すずきクリニック

赤羽二丁目６９番４号１階 03-3598-3310
内、循、胃、外、
整、神内

127
医療法人社団ときわ
赤羽在宅クリニック

赤羽二丁目６９番６号ベ
ティ・ロロマ１階１０１号

050-3823-2316
内、小、緩内、血
液内

128
医療法人社団岩江
クリニック

西が丘一丁目５番９号 03-3905-1161 内、外、整

129
医療法人社団育誠
会塩谷医院

西が丘一丁目１４番５号１階 03-3900-2561 内、外、麻、胃

130 つかさ内科
西が丘三丁目１７番１０号
西ヶ丘サニーハイツ１階

03-5948-8970
内、循内、糖内、
呼内、リハ

131 河野診療所 赤羽西一丁目１番４号 03-3900-4385 内、小

132
赤羽まえの内科医
院

赤羽西一丁目４番１２号２階 03-3900-6532 内

133 医療法人社団隆和会い
ずみ整形外科クリニック

赤羽西一丁目４番１５号グラ
ンデージ赤羽１階

03-5948-2911
整、外、内、皮、リ
ウ、リハ、肛外

134
たんぽぽ眼科クリ
ニック

赤羽西一丁目５番１号アピ
レ・赤羽アボードⅠビル３階

03-5948-8261 眼

135 医療法人社団カワノ会
石井眼科クリニック

赤羽西一丁目６番１号パル
ロード２ビビオ３階３０２号

03-3909-1171 眼、内、皮

136 医療法人社団啓仁会
平川胃腸クリニック

赤羽西一丁目６番１号パル
ロード２ ３０３号

03-3900-2232 内、消内、放

137
西口第一眼科診療
所

赤羽西一丁目７番１号イトー
ヨーカドー赤羽店６階

03-3900-1835 眼

138 医療法人社団千鳥会赤
羽耳鼻咽喉科クリニック

赤羽西一丁目１５番１４号４
階

03-3908-3311 耳

139
マリー皮膚科赤羽ク
リニック

赤羽西一丁目１５番１４号エ
ル・ルージュ赤羽西３０１

03-3900-0081 皮、美皮

140 赤羽内科クリニック
赤羽西一丁目１５番１４号エ
ル・ルージュ赤羽西２階

03-5948-5945
内、循内、呼内、
糖内
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141
赤羽メンタルクリニッ
ク

赤羽西一丁目１５番１７号ゲ
ノムハウス１Ｆ

03-3905-2317 精、心療、内

142 医療法人社団はなぶさ赤
羽整形・リウマチクリニック 赤羽西一丁目１７番８号 03-3900-0131 整、リウ、リハ

143 医療法人社団優英会
赤羽小児科クリニック

赤羽西一丁目１８番１１号１
階・２階

03-3905-1666 小、アレ

144
ＬＡＮＡレディースク
リニック赤羽

赤羽西一丁目３６番１１号メ
ディカルヒルズ赤羽４階

03-3909-1177 婦

145
オハナこどもクリニッ
ク赤羽

赤羽西一丁目３６番１１号２
Ｆ

03-5993-5087 小、新生内、アレ

146 赤羽並木通りクリニッ
ク内科・脳神経内科

赤羽西一丁目３６番１１号３
Ｆ

03-3900-5566 内、脳神内

147
医療法人社団赤羽
西口サンクリニック

赤羽西一丁目３７番２号ジェ
ラール赤羽西口２階、４階

03-3907-3929
内、外、小、整、リ
ハ、胃、肛

148
しょうの整形外科ク
リニック

赤羽西一丁目３８番１５号 03-6454-3935 整、リウ、リハ

149 医療法人社団医栄会
赤羽田中クリニック

赤羽西一丁目３９番６号ヴィ
ルトー１０－２０１号室

03-3905-7001 心療、精、神

150
赤羽胃腸肛門クリ
ニック

赤羽西一丁目４０番５号西
口ＳＫビル３階

03-5924-1500 大腸外、肛外、胃内、
内、消内、内視内

151 恭愛クリニック 赤羽西二丁目１９番２５号 03-5963-4811 内、胃内

152
医療法人社団大内
会大内皮フ科

赤羽西六丁目１６番９号 03-3909-8364 皮

153
医療法人社団志誠
会京北診療所

志茂二丁目１６番１４号 03-3903-0118
内、外、胃、循、
小、理

154
医療法人社団佐多
耳鼻咽喉科医院

志茂二丁目３４番１５号１階 03-3901-3684 耳

155
コンパスクリニック赤
羽

志茂二丁目３９番９号ペアシティ
秀華一番館１階１－Ｂ号室 03-6431-8471 歯、小歯、内

156 あかばね整形外科
志茂二丁目４９番１号１階・
地下１階

03-5249-4976 整、内、外、リハ

157 碓井医院 志茂二丁目６４番７号 03-3902-6201
内、循、整、皮、
胃、外、小

158
北本通り内科クリ
ニック

志茂五丁目４番７号メゾン・
ダジュール１Ｆ

03-5249-3133 内、糖内

159
医療法人社団生栄
会赤羽台診療所

赤羽台一丁目５番２２号 03-3900-3741
内、循内、消内、
皮、小、放

160 医療法人財団健康文化
会桐ヶ丘団地診療所 赤羽台三丁目１７番 03-3907-2029 内、整
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161
はやしメンタルクリ
ニック

赤羽南一丁目３番１号高橋
ビル９階

03-5939-6878 心療、精

162
赤羽南口メンタルク
リニック

赤羽南一丁目４番８号赤羽
南商業ビル５階

03-5939-7668 精、心療

163 赤羽まことクリニック
赤羽南一丁目４番８号赤羽
南商業ビル４階

03-5939-7231 内

164 医療法人社団健森会赤
羽こころの森クリニック

赤羽南一丁目９番１１号赤
羽南ビル３階

03-5939-7257 心療、精、内

165
医療法人社団奉仁
会赤羽南クリニック

赤羽南一丁目９番１１号赤
羽南ビル２０２号

03-5249-5632 内、消

166
中村耳鼻咽喉科クリ
ニック

赤羽南一丁目９番１１号赤
羽南ビル３階

03-5249-8733 耳

167
医療法人社団博栄会赤羽
中央総合病院附属クリニッ
ク

赤羽南二丁目１０番１３号 03-3902-1555
内、人透内、アレ、
呼内

168
公益社団法人発達
協会王子クリニック

赤羽南二丁目１０番２０号 03-3903-3311 内、小、神小、精

169 城北診療所 赤羽北二丁目１９番１号 03-3907-1523
内、消内、循内、呼内、
小、皮、神内、整、心療、
老年精、精、外、麻

170
北赤羽ファミリー耳
鼻咽喉科

赤羽北二丁目２４番２４号バ
ンイードビル２階

03-5993-3387 耳

171
北赤羽さきやま皮膚
科

赤羽北二丁目２４番２４号バ
ンイードビル１０１号

03-3905-4112 皮、小皮、美皮

172
医療法人社団南原
内科クリニック

赤羽北二丁目２６番１１号 03-5993-8803 内、消、リハ

173 北赤羽内科医院
赤羽北二丁目３１番１６‐１１
１号アクトピア北赤羽壱番館

03-3907-6877 内、アレ、呼

174
医療法人社団甲人
会竹内医院

赤羽北三丁目４番６号 03-3907-1909
内、小、皮、リハ、
胃内、放、消内

175 桐ケ丘医院 赤羽北三丁目２１番２１号 03-3907-0737 内

176 医療法人社団カワノ会北
赤羽石井眼科クリニック

浮間一丁目１番６号時屋ビ
ル１階

03-6454-9130 眼

177
医療法人社団松久
会対馬内科医院

浮間二丁目２１番２号 03-3969-3511 内、アレ

178 医療法人社団亮敬会すこ
やかこどもクリニック浮間

浮間三丁目１番４０号藤原ビ
ル１階

03-5918-9421 小

179 いけだクリニック
浮間三丁目１番５２号１，２
階

03-5914-1060
内、外、消内、肛
外

180 金森耳鼻咽喉科 浮間三丁目１番５２‐３０１号 03-3965-5533 耳
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181 河野クリーニック 浮間三丁目１番５５号１Ｆ 03-3967-1360 皮、内、小

182
祐ホームクリニック
赤羽

浮間三丁目２番７号プリム
ヴェーレ１階

050-3612-9710
内、循内、緩内、
皮

183 生協浮間診療所 浮間三丁目２２番１号 03-3558-8361 内、外、小

184 医療法人社団千徳会北赤
羽整形外科ペインクリニック

浮間三丁目２６番１３号ＭＹ
ビーゼ２階

03-5914-6555 麻、ぺ整、リハ、内

185
医療法人社団恵心
会磯部医院

浮間三丁目３０番２号 03-3966-0627 内、小、産婦、皮

186 医療法人社団アネモネ
会浮間小児科クリニック 浮間四丁目１番１２号 03-3558-8777 小

187 浮間舟渡ありこ眼科
浮間四丁目３２番２０号松岡
ビル１階１０３号室

03-5948-7577 眼

188
栗山耳鼻咽喉科医
院

滝野川一丁目３７番１２号 03-3910-4367 耳、アレ

189 アスカクリニック 滝野川一丁目７７番２号 03-5907-3655 内、小

190 やました整形外科
滝野川一丁目９３番５号マン
ションアクロス西巣鴨１Ｆ

03-5907-0166 整、リハ

191
医療法人社団秋山
眼科医院

滝野川三丁目４番１４号 03-3915-5210 眼

192 医療法人社団健診会滝
野川メディカルクリニック

滝野川三丁目３９番７号セン
トラルハウス１ １階、２階

03-3910-3441 内、整、形、放

193
医療法人社団葉月
会みやけクリニック

滝野川四丁目１６番２号 03-3906-5561
内、消内、小、放
診、リハ

194
医療法人社団昌広
会武石医院

滝野川五丁目３８番１号１階 03-3940-5533 内、消

195
西すがも佐藤越内
科クリニック

滝野川六丁目８番１号ラ・メ
ゾン西巣鴨２Ｆ

03-5980-0366 内、循内

196 医療法人社団慈広会
西巣鴨こどもクリニック

滝野川六丁目１４番９号東京先
端医療モールビル３０１号 03-6903-5025 小

197 医療法人社団健診会東
京メディカルクリニック

滝野川六丁目１４番９号東
京先端医療モールビル

03-3910-3438 内、消内、循内、乳外、
放診、婦、内泌内、代内

198 おはらざわ眼科 滝野川六丁目１４番９号東京先
端医療モールビル２０１号 03-6903-7285 眼

199
医療法人社団和海
会あいべ整形外科

滝野川六丁目１４番９号東京先
端医療モールビル２０２号室 03-5567-0606 整、リウ、リハ

200 ねもと小児科医院 滝野川六丁目４２番１号 03-3576-5755 小
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201
医療法人社団栄文
会坂口耳鼻咽喉科

滝野川六丁目４４番１５号脇
田ビル１階

03-3940-5657 耳

202
山里寄川医院寄川
整形外科

滝野川六丁目４８番１号 03-3940-8870 整、リハ、内、麻

203 医療法人社団渓声会
早川浩太郎皮膚科

滝野川六丁目６２番１号ライオンズス
テーションプラザ板橋滝野川１０１Ｂ 03-3576-4717 皮

204
医療法人社団紀成
会草間クリニック

滝野川七丁目２番１号谷端
シティハイツ２０１

03-3576-6108
内、小、胃内、呼
内、循内、皮、放

205 加治クリニック
滝野川七丁目２番７号藤和
板橋コープ１Ｆ

03-5394-1925 内、外、循

206 医療法人社団敬天会
鶴田板橋クリニック

滝野川七丁目５番７号アー
バンフレックスＳＧ４階・５階

03-3916-6511 人透内、腎内、泌、
血管外、精、循内

207
医療法人社団健風
会奥田クリニック

滝野川七丁目８番１号ラフィ
ネジュ板橋駅前１階

03-5907-3030 内，外、消内

208
板橋駅前こころのク
リニック

滝野川七丁目８番９号日原
ビル４階

03-6903-7301 心療、精

209 板橋医院 滝野川七丁目８番１２号 03-3916-5670 産婦、皮、内、リハ

210 板橋眼科山田医院
滝野川七丁目１１番１０号朝
日板橋駅前マンション１階

03-3916-5885 眼

211
たきのがわ泌尿器
科内科

滝野川七丁目３０番１２号日
新ビル１階

03-3916-0087 泌、内

212 木村外科内科 滝野川七丁目３３番５号 03-3916-1611
外、内、皮、整、胃
内、胃外、放

213 沼尾クリニック
滝野川七丁目４０番７号コン
フォートレジデンス１Ｆ

03-3915-6677 内、胃、肛

214
霜降橋こどもクリ
ニック

西ケ原一丁目６番５号アフ
ニィ駒込２階

03-3576-2525 小

215 エール在宅診療所
西ケ原一丁目２０番１６号ク
レストヒルズ駒込１階

03-6903-7721 泌、内

216 医療法人社団かおる
会青木内科クリニック

西ケ原一丁目４６番１７号旭
レヂデンス１階

03-5961-1855
内、小、リハ、呼
内、循内

217 医療法人社団香月会おお
つき整形外科リウマチ科

西ケ原一丁目５０番１号メ
ディウェルタウン駒込１階

03-5961-3022 整、リウ、リハ

218
おぎはら内科クリ
ニック

西ケ原一丁目５０番１号エム
エー駒込２階

03-5961-6200 内、消内、アレ

219 とみた眼科
西ケ原一丁目５０番１号エム
エー駒込２Ｆ

03-5961-3400 眼

220 福原皮膚科医院 西ケ原一丁目５０番２号 03-3910-2463 皮
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221 須賀田医院
西ケ原一丁目５３番１号エ
リーワールド１階

03-3918-2816 内、産婦、麻

222 しもふり皮膚科
西ケ原一丁目６０番１２号福
田ビル１Ｆ

03-5974-1219 皮、性、アレ

223 一里塚クリニック 西ケ原二丁目１３番１１号 03-5394-3366 内、循内

224
吉住皮膚科クリニッ
ク

西ケ原二丁目２４番１５号 03-3915-0680 皮

225 いけはた小児科
西ケ原二丁目４４番１０号ア
クト西ケ原３Ｆ

03-5394-2322 小

226 小峰クリニック 西ケ原三丁目２番１‐１１３号 03-3910-2104 精

227
医療法人社団富士
一会至誠堂医院

西ケ原三丁目５０番６号 03-3910-0111 内、胃内、外

228
医療法人社団滋北
会神立眼科

西ケ原三丁目５５番１号 03-5961-6330 眼、内、皮

229 あおぞらクリニック
西ケ原四丁目２番１９‐１０１
号沖ハイツ

03-5907-3781 内、外、整、リハ

230 渡辺医院 西ケ原四丁目４８番４号 03-3910-0380 内、胃内、外、小

231 中山医院 上中里一丁目１７番８号 03-3910-6805 内、小

232 医療法人社団聖陵会
上中里駅前歯科医科

上中里一丁目３７番１５号大
林フローラ上中里１階

03-3915-2416
歯、矯歯、小歯、
内

233 医療法人社団利田会
周愛利田クリニック 上中里三丁目６番１３号 03-3911-3050 内、精、心療

234
医療法人社団大富
会田中医院

上中里三丁目６番１６号 03-3913-6627
内、外、麻、皮、
小、消内、ペ内

235 医療法人社団峻山耳
鼻咽喉科北嶋医院 上中里三丁目７番２号 03-3911-4120 耳

236 武田医院 上中里三丁目９番１６号 03-3911-5655 内

237 駒込えぜる診療所
中里一丁目１０番６号駒込Ｋ
ビル４Ｆ

03-5815-3281 心療、精

238
ソルクリニック血管
ケア駒込

中里二丁目１番４号アジアビ
ル１階

03-5972-4377 血管外、循内

239 駒込東口クリニック 中里二丁目５番６号２階 03-5394-1185 精、心療、神、内

240
医療法人社団爽健
会中田医院

中里二丁目２０番１５号パル
シティ駒込２０２号室

03-3940-0504
内、外、消内、肛
外
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241 ノアクリニック 中里二丁目２３番１号 03-6903-6363 泌

242 たかねクリニック 中里三丁目１７番１号 03-3949-0442 内、胃、整

243 竹内クリニック 昭和町一丁目９番１０号 03-3894-4496 内、胃内

244 滝沢医院
昭和町二丁目６番６号大出
ビル１Ｆ

03-3800-8715 内、小、神内

245
医療法人社団明高
会高杉医院

田端新町一丁目２１番７号 03-3800-7000
消内、循内、内、
小

246 田端中央診療所
田端新町二丁目２３番３号セ
ントラル田端１Ｆ

03-3893-6981 内、小

247
医療法人社団篤志
会田端眼科医院

田端新町三丁目２３番１３号
グランベルデ田端１０４号室

03-3894-0760 眼

248 医療法人社団あおばつ
ばめ医科歯科クリニック

東田端一丁目２番８号早川住建
田端マンション１０１号室 03-6807-6955 歯、内

249
メディカルフロントク
リニック

東田端一丁目６番９号根橋
ビル２Ｆ

03-6807-8688 内

250 いいだ耳鼻咽喉科
東田端一丁目１４番１号田
端クリニックモール２階

03-3800-1778 耳、アレ

251 岩瀬クリニック
東田端一丁目１４番１号田
端クリニックモールビル４Ｆ

03-3809-6555 内、小、皮、産婦

252
田端メンタルクリニッ
ク

東田端一丁目１４番１号田
端クリニックモール３Ｆ

03-6458-2795 心療、精

253 医療法人社団誠由会さ
くた在宅ケアクリニック

東田端二丁目３番１０号ビラ
フォーレⅡ１０１号

03-5692-1451 内、外、消内、皮

254
医療法人社団田端
放射線科クリニック

東田端二丁目１０番４号ベルク田端１
階・地下１階、ベルク田端Ⅱ３階・２階・
１階・地下１階

03-3893-8787 放、内

255 東京脊椎クリニック 東田端二丁目１１番１１号 03-6807-7078 整、ペ内、麻

256 鈴木医院 田端一丁目１０番５号 03-3821-0765 内、外、皮

257 福与眼科医院
田端一丁目１３番１０号エー
シーフィールズ２０２

03-5815-2341 眼

258 田端北口クリニック 田端一丁目２０番２０号 03-3823-8776 精、心療、神

259 田端仁生クリニック
田端一丁目２０番３１号仁生
ビル１Ｆ２Ｆ

03-3823-5528 内、神内、精、神

260 医療法人社団ＯａｓｉｓＭｅ
ｄｉｃａｌ田端駅前クリニック

田端一丁目２１番８号ＮＳＫ
ビル３Ｆ・４Ｆ

03-3823-9060 透内、外
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261 小出医院 田端三丁目４番７号 03-3821-1668 内、循内、小

262
医療法人社団ＳＫ会
蔡駒込医院

田端三丁目５番１号 03-5834-8035
内、小、外、整、
皮、歯

263
医療法人社団健楽
会木暮医院

田端三丁目２２番８号 03-3824-1005 内、小、婦、外

264
こまごめ内科・循環
器内科クリニック

田端四丁目３番２号山積ビ
ル１階

03-5832-9600 内、循内

265
医療法人社団山積
耳鼻咽喉科

田端四丁目３番２号山積ビ
ル２０１号

03-3827-3387 耳

266 鶴井内科 田端四丁目６番３号 03-3821-2726 内、胃、小

267 水野医院 田端六丁目３番２０号１階 03-3821-3305 内、循内
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1 王子歯科クリニック
王子一丁目９番１号王子駅
前ＫＳビル３階

03-6903-3881
歯、歯外、矯歯、
小歯

2
医療法人社団ブライトデン
タルケア王子リボン歯科・
矯正歯科

王子一丁目９番３号石神ビ
ル４階

03-5902-3755
歯、小歯、矯歯、
歯外

3 医療法人社団福啓会
王子歯科＆矯正歯科

王子一丁目１０番１３号旺栄
ビル３階

03-6555-3389
歯、矯歯、小歯、
歯外

4
アール歯科王子駅
前クリニック

王子一丁目１０番１７号
ヒューリック王子ビル５階

03-3919-4618
歯、小歯、歯外、
矯歯

5 岡安歯科医院 王子一丁目１３番１５号 03-3912-7518 歯

6 医療法人社団喜芳会
王子みのうら矯正歯科

王子一丁目１６番７号石井ビ
ル３階

03-3913-4060 矯歯、小矯歯

7 新井歯科医院 王子一丁目２１番７号 03-3911-3202 歯

8
医療法人社団諒人
会王子ホワイト歯科

王子一丁目２３番５号ドラゴ
ンスクエアビル３階

03-6908-4185 歯、小歯、矯歯

9 森川歯科医院
王子一丁目２８番２号王子
ハイムやまわ１０１号室

03-5902-5582 歯、歯外、小歯

10 岩﨑歯科医院 王子二丁目１４番１８号２Ｆ 03-3914-1580 歯、小歯、矯歯

11 髙橋歯科医院 王子二丁目２２番５号 03-3911-2668 歯

12
歯科＆矯正歯科王
子・かおりクリニック

王子二丁目３１番８号河屋ビ
ル１Ｆ

03-5944-6631
歯、矯歯、小歯、
歯外

13 ほくと歯科医院
王子四丁目２３番１２号ソ
ジャーナ王子１Ｆ

03-3911-6422
歯、小歯、矯歯、
歯外

14 ひかり歯科医院
王子四丁目２４番１０‐２０３
号リーフハイツ王子Ⅱ

03-3927-6610 歯、小歯、歯外

15 東京歯科クリニック 王子五丁目２番２‐１０９号 03-3914-3656 歯

16 あさの歯科
王子五丁目５番３号シーメゾ
ン王子神谷１０１

03-3913-4618
歯、小歯、矯歯、
歯外

17 医療法人社団仁保会王子
神谷矯正歯科クリニック

王子五丁目１０番１号戸部ビ
ル２階

03-5902-3600 矯歯

18 たねだ歯科医院
王子五丁目１０番５号クレス
パリオ王子２０８号

03-3927-7700 歯

19
王子神谷歯科クリ
ニック

王子五丁目１５番８号島村
第３レジデンス２階

03-3914-8211 歯、小歯、矯歯

20 医療法人社団翔鷹会
タカノ歯科クリニック

王子五丁目１８番２号ボヌー
ル王子１階

03-3912-4618
歯、小歯、歯外、
矯歯
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21 ごとう歯科医院 王子五丁目１９番５‐１０３号 03-3913-4552 歯、小歯、歯外

22
王子神谷おおぞら
歯科

王子五丁目２０番３号グロー
リオ王子神谷１０３

03-6336-2300
歯、小歯、歯外、
矯歯

23 もりや歯科医院
豊島一丁目１９番９号ゴダイ
ビル２Ｆ

03-3914-4182 歯、小歯

24 村上歯科医院
豊島一丁目３７番１号ステラ
ビル１０１

03-3911-6617 歯

25
マーガレット歯科クリ
ニック

豊島二丁目１０番７号マーガ
レットビル１階

03-3913-6480 歯、小歯、歯外

26 竹内歯科医院 豊島三丁目６番１号 03-3911-6167 歯、小歯、矯歯

27 生協王子歯科 豊島三丁目１９番３号 03-3927-9573 歯、小歯

28
医療法人社団医智
会医恵歯科医院

豊島四丁目３番４号 03-3912-6488 歯

29 平野歯科 豊島四丁目１３番１０号 03-3913-0205 歯、小歯

30
医療法人社団松葉
会豊五歯科医院

豊島五丁目５番豊島五丁目
団地５号棟１０４号室

03-3914-0418 歯

31 野田歯科医院 豊島八丁目２３番２号 03-3912-4182 歯、矯歯

32 たなか歯科医院 堀船三丁目２５番１３号 03-3927-0780
歯、小歯、矯歯、
歯外

33 矢ヶ崎歯科医院
堀船三丁目２６番３号明和ビ
ル１Ｆ

03-3927-4182 歯

34 青山歯科医院 堀船三丁目３４番９号 03-3914-5297 歯、小歯、矯歯

35 豊島歯科医院
堀船三丁目３８番２号青木ビ
ル１階

03-5959-8063
歯、歯外、小歯、
矯歯

36 小川歯科医院 東十条一丁目２０番１５号 03-3913-6481 歯、小歯、歯外

37 ゆうま歯科医院
東十条二丁目４番９号長田
ビル２Ｆ

03-3914-8288 歯、小歯

38 髙木歯科医院 東十条二丁目６番３号 03-5959-3255 歯

39 沢辺歯科クリニック 東十条二丁目１２番３号 03-3914-6372 歯、小歯、歯外

40
医療法人社団仁保
会百瀬歯科医院

東十条二丁目１２番１７号１
階、地下１階

03-3911-5703 歯、矯歯、小歯
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41
医療法人社団聖祐
会栗原歯科医院

東十条三丁目５番９号須野
原ビル１階

03-3914-4320
歯、矯歯、小歯、
歯外

42 進藤歯科医院 東十条三丁目９番１号フラワー
ガーデン東十条１０２号室 03-6915-4811 歯、小歯

43
医療法人社団医智会Ｐｒｅ
ｍｉｕｍ Ｄｅｎｔａｌ Ｓａｌｏｎ Ｉ
ＫＥＩ

東十条三丁目１０番１５号３
－１０２

03-3911-6520 歯、矯歯、歯外

44 医療法人社団医智会
医恵歯科医院東十条

東十条三丁目１０番１５号３
－１０１

03-3911-6464 歯

45 東十条歯科医院 東十条三丁目１１番１号秀和東
十条レジデンス１０９号室 03-3912-0931 歯

46 齋藤歯科医院 東十条三丁目１３番５号 03-3919-7615 歯

47
みどりデンタルサロ
ン

東十条三丁目１５番１０号Ｂ
ＯＸ１ビル２Ｆ

03-3913-5464 歯、小歯、歯外

48 武井歯科医院
東十条四丁目５番５号コスモ
プラザ日野２Ｆ

03-3927-3851 歯

49 医療法人社団優輝会
おざわ歯科クリニック

東十条四丁目７番２号ＴＫＣ
ビル１階

03-3913-4182
歯、小歯、矯歯、
歯外

50
さとうこどもおとな歯
科

東十条四丁目８番１５号大
津ビル１０１

03-6915-4618 歯、小歯、矯歯

51 今井歯科医院 東十条四丁目１２番５号 03-3911-0648 歯

52 渡辺歯科医院 東十条五丁目６番５号 03-3902-1818 歯

53 藤川歯科医院 王子本町一丁目１番１０号 03-3907-4618 歯

54 権現坂歯科医院 王子本町一丁目１番２２号 03-3905-2733 歯

55
王子の森ちのデンタ
ルクリニック

王子本町一丁目８番６号渡
邊ビル１階

03-6454-3773
歯、小歯、矯歯、
歯外

56 王子シルバー歯科
王子本町一丁目９番８号
キャスタービル１０１号

03-5993-8150 歯

57
王子本町歯科クリ
ニック

王子本町一丁目９番１４号 03-3907-8000 歯、小歯、矯歯

58 小松歯科医院 王子本町一丁目１８番１０号 03-3909-1242 歯、小歯、矯歯

59 根岸歯科医院
岸町一丁目１番７号新扇屋
ビル３Ｆ

03-3905-4725 歯

60 フォレスト歯科
岸町一丁目２番１３号山崎ビ
ルディング１Ｆ・２Ｆ

03-5963-6646 歯、小歯、矯歯
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61 末廣歯科医院 中十条一丁目１６番１６号 03-3908-2233 歯

62
医療法人社団医信
会古瀬歯科医院

中十条二丁目１２番２０号ハ
ルカビル２階

03-3909-6418 歯、小歯

63 たけうち歯科診療所
中十条二丁目１３番６号
シェーンハイトⅠ

03-5948-8417
歯、歯外、小歯、
矯歯

64 真田歯科クリニック
中十条二丁目２０番１２号
メープルハイツ１階

03-5948-5285 歯

65 しらとり歯科医院 中十条三丁目２１番２号 03-3900-4011
歯、矯歯、小歯、
歯外

66 三條歯科医院
中十条三丁目３５番１号桑
沢ビル４階

03-5948-9431
歯、小歯、矯歯、
歯外

67
十条かわせ歯科クリ
ニック

十条仲原一丁目２番２号カ
マヤビル１階

03-3906-0648
歯、歯外、小歯、
矯歯

68 神岡歯科医院
十条仲原一丁目２番６号小
暮ビル２階

03-3907-0002 歯

69 山本歯科医院
十条仲原一丁目２番１４号
はっとすはうす２階

03-3906-4477 歯

70 たつファミリー歯科
十条仲原一丁目８番２８号１
Ｆ

03-5993-8418
歯、小歯、歯外、
矯歯

71 砂長歯科医院 十条仲原一丁目２４番３号 03-3900-4681 歯

72 藤井歯科クリニック 十条仲原二丁目１番８号 03-3909-8541 歯、小歯

73 荒井歯科
十条仲原二丁目６番８号サ
ンハイツ十条１０３号室

03-3907-4182 歯

74
ながお歯科クリニッ
ク

十条仲原二丁目１１番１号プ
レザンオリイ２階

03-5963-3780 歯、小歯

75
ライフデンタルクリ
ニック十条

十条仲原二丁目１１番８号 03-4291-6216 歯、歯外、小歯

76 林歯科医院 上十条一丁目４番１３号 03-3908-3690 歯、小歯、歯外

77 長沼歯科医院 上十条一丁目１１番５号 03-3908-6055 歯

78
医療法人社団慶美
会上十条歯科医院

上十条一丁目１９番８号 03-3909-0777 歯

79 金髙歯科 上十条二丁目８番１１号 03-3908-8241 歯

80 さとう歯科
上十条二丁目１３番１号ガー
デニアビル１Ｆ Ｂ号室

03-6454-3382
歯、矯歯、小歯、
歯外
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81 十条岸クリニック 上十条二丁目２３番５号 03-3908-2105 歯、歯外、小歯

82
医療法人社団大橋
歯科クリニック

上十条二丁目２４番１２号Ｔ
Ｍビル１階・２階

03-3908-3570
歯、歯外、小歯、
矯歯

83 八木歯科医院 上十条二丁目２５番６号 03-3909-7001 歯

84
アルファ矯正歯科ク
リニック

上十条二丁目３０番１号ブ
ラックストンビル４Ｆ

03-5948-4182 矯歯

85 医療法人社団聖陵会
十条わたなべ歯科

上十条三丁目１２番４号エム
ハイム１０１号

03-3906-2229 歯、矯歯、小歯

86 金澤歯科医院
上十条三丁目２８番７号スワ
ベビル１階

03-3909-0444
歯、歯外、小歯、
矯歯

87 日吉歯科 上十条四丁目１３番５号 03-3900-8249 歯、矯歯、小歯

88 中村歯科医院
上十条五丁目６番１号地下
１階、１階

03-3909-8766
歯、歯外、小歯、
矯歯

89
さわべ歯科クリニッ
ク王子神谷

神谷一丁目２５番３号ローレ
ルホームズ王子神谷１階

03-6915-4500
歯、矯歯、小歯、
歯外

90
医療法人社団クラル
テ東十条アクア歯科

神谷一丁目３０番１号サンタ
ウーノ１階

03-3912-8241 歯、小歯、歯外

91 平田歯科医院 神谷二丁目４１番７‐１０２号 03-3903-6480 歯

92 かわかみ歯科 神谷三丁目４５番７号 03-3903-3456 歯、小歯、歯外

93 歯科皓歯医院
赤羽一丁目１０番２号高野ビ
ル３階

03-3902-6668 歯

94 ながぬま歯科医院
赤羽一丁目１３番１号ミドリ
ヤビル３階

03-6903-8703 歯、小歯、歯外

95
あきやまデンタルク
リニック

赤羽一丁目１５番１号新仲ビ
ル４階Ａ号室

03-6454-4618
歯、矯歯、小歯、
歯外

96
ライオンズプラザ歯
科クリニック

赤羽一丁目２５番３号ライオ
ンズプラザ赤羽１０２

03-3903-0343 歯

97
髙橋歯科矯正歯科
クリニック

赤羽一丁目４０番１４号赤羽
一番街ビル２Ｆ

03-3901-8911
歯、矯歯、歯外、
小歯

98
医療法人社団田口
歯科医院

赤羽一丁目５２番１６号 03-3902-0752 歯、小歯、矯歯

99
赤羽岩淵ニュー大
谷歯科

赤羽一丁目５８番２号ニュー
大谷ビル２Ｆ

03-3901-6497 歯

100
ひのき歯科赤羽医
院

赤羽一丁目６１番４号シティ・
ヴィラ石井１階

03-6903-8855
歯、小歯、矯歯、
歯外
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101 三原歯科医院 赤羽一丁目６５番１２号 03-3901-1088 歯、小歯

102
赤羽クレア歯科・矯
正歯科

赤羽二丁目７番２号フルー
ル赤羽１Ｆ

03-5939-9581
歯、矯歯、歯外、
小歯

103 牛尾歯科医院 赤羽二丁目８番１１‐１０１号 03-3902-8593 歯

104
医療法人社団深歯
会深野歯科医院

赤羽二丁目１０番２号きくや
ビル４階

03-3902-0450 歯

105
ふたば歯科矯正クリ
ニック

赤羽二丁目１０番６号エスポ
ワールビル１０１

03-6903-8465 歯、小歯、矯歯

106 カワサキ歯科 赤羽二丁目１７番９号 03-3901-3755
歯、小歯、歯外、
矯歯

107 赤羽すけがわ歯科
赤羽二丁目２４番３号ドモ・
フェリカ１階

03-6903-8442
歯、小歯、矯歯、
歯外

108
トナミビルデンタルク
リニック

赤羽二丁目４２番１０号赤羽
トナミビル１Ｆ

03-3598-3344 歯

109 医療法人社団赤羽矯
正歯科赤羽矯正歯科

赤羽二丁目４９番７号山陽ビ
ル３階

03-3903-0053 矯歯

110 牧野歯科医院
赤羽二丁目６９番２号千秀ビ
ル２Ｆ

03-3598-6804 歯

111 塩谷歯科医院 西が丘一丁目１４番４号 03-5948-6272
歯、小歯、歯外、
矯歯

112
黒山歯科口腔外科
医院

西が丘一丁目３２番１０号 03-3900-1483
歯、歯外、矯歯、
小歯

113
西が丘デンタルクリ
ニック

西が丘一丁目３８番２号 03-5948-9050
歯、小歯、歯外、
矯歯

114 西が丘歯科 西が丘三丁目１番３号都営稲付
第２アパート１階１０４号室 03-5948-0648

歯、小歯、歯外、
矯歯

115 医療法人社団ゆうみら
い歯会有田歯科医院 赤羽西一丁目２番７号１階 03-3906-6480

歯、歯外、小歯、
矯歯

116 医療法人社団オリーブ歯
科・矯正歯科赤羽南口

赤羽西一丁目５番１号アピレ
赤羽２階

03-5948-8241
歯、矯歯、小歯、
歯外

117 医療法人社団オリー
ブ歯科・矯正歯科

赤羽西一丁目５番１号アピレ
赤羽２階

03-5963-6022
歯、矯歯、小歯、
歯外

118 医療法人社団洋仁会
赤羽ファミリー歯科

赤羽西一丁目７番１号イトー
ヨーカドー赤羽店３階

03-3907-6480
歯、小歯、矯歯、
歯外

119 せきね歯科医院
赤羽西一丁目７番１号パル
ロード３ ２０３号

03-3908-8249 歯、小歯、矯歯

120
医療法人社団静歯
会佐藤歯科医院

赤羽西一丁目１７番６号２０
１

03-3900-4311 歯
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121 みゆき歯科
赤羽西一丁目２９番１８号プ
レミール赤羽１Ｆ

03-3909-4618
歯、矯歯、小歯、
歯外

122 赤羽駅前矯正歯科
赤羽西一丁目３０番１１号ベ
ルメゾン赤羽２０３

03-5963-6786 矯歯

123 歯科大橋
赤羽西一丁目３６番１４号エ
ミネンスタワー赤羽１０１

03-3905-4182 歯、小歯、矯歯

124
赤羽デンタルオフィ
ス

赤羽西一丁目３７番３号赤
羽アイ・エスビル２階

03-5948-8187
歯、歯外、小歯、
矯歯

125
医療法人社団秀和
会上野歯科医院

赤羽西四丁目２３番９号１階 03-3900-4625
歯、矯歯、小歯、
歯外

126 中川歯科医院 赤羽西四丁目２８番３号 03-3900-9433 歯

127 かえで歯科
赤羽西六丁目１７番１１‐１０
１号

03-3907-1846 歯

128 森元歯科医院 志茂一丁目１２番１号 03-3598-4182 歯

129
医療法人社団歯友
会赤羽歯科（赤羽）

志茂一丁目１７番１０号 03-3902-5550
歯、矯歯、小歯、
歯外

130 千葉歯科医院 志茂一丁目３６番１３号 03-3902-9244
歯、歯外、小歯、
矯歯

131 医療法人社団歯友会赤
羽歯科歯科口腔外科室 志茂二丁目２２番１０号 03-3902-8851

歯、矯歯、小歯、
歯外

132 ゆきこ歯科医院
志茂二丁目３６番６号岩井
ハイツ１階

03-6386-2777 歯、小歯

133 鈴木歯科医院
志茂二丁目４１番１３号
ニュー岩瀬１Ｆ

03-3902-5564 歯、小歯

134 板谷歯科医院 志茂三丁目２４番１０号 03-3901-8241 歯

135 平歯科医院 志茂五丁目４番７‐２０１号 03-3901-8469 歯、小歯、矯歯

136 河奈歯科医院 岩淵町１２番２号 03-3901-2463 歯

137 歯科タカノ医院 岩淵町３４番３号ＡＮビル２Ｆ 03-3902-4141 歯、矯歯

138
赤羽岩淵ひがし歯
科

岩淵町３８番２６号吉安ビル
１階

03-3901-8041 歯、小歯、歯外

139 医療法人社団泰進会
赤羽台ファースト歯科

赤羽台二丁目４番５１号マル
エツエムズタウン赤羽台２階

03-3900-4280
歯、小歯、矯歯、
歯外

140 武田歯科医院 赤羽台三丁目２５番１３号 03-3908-3080 歯
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141 光愛歯科クリニック 赤羽南一丁目４番７号 03-3901-2200
歯、小歯、歯外、
矯歯

142
東京プラス歯科矯正
歯科赤羽分院

赤羽南一丁目１９番１０号プ
リミエール藤田１階

03-3598-0118
歯、小歯、矯歯、
歯外

143 加藤歯科医院
赤羽南一丁目２０番５号コス
モリード赤羽２Ｆ

03-3901-3418 歯

144 久保田歯科医院 赤羽南一丁目２２番１号 03-3901-5035 歯

145 ユニ歯科医院 赤羽南二丁目１１番１１号 03-3902-3223
歯、小歯、矯歯、
歯外

146
ふみデンタルクリ
ニック

赤羽北一丁目２５番２０号髙
山ビル１階

03-5924-1848
歯、小歯、歯外、
矯歯

147
医療法人社団博州
会佐藤歯科

赤羽北二丁目８番１‐１０５号
アクトピア北赤羽五番館

03-3905-6681
歯、矯歯、小歯、
歯外

148 北あかばね歯科 赤羽北二丁目１５番赤羽北二町
目団地第１号棟第１１０号室 03-6324-2320

歯、小歯、矯歯、
歯外

149
アメニティ歯科クリ
ニック

赤羽北二丁目２５番８号アク
トピア北赤羽六番館１０４

03-5963-6677
歯、歯外、小歯、
矯歯

150 アクトピア歯科
赤羽北二丁目３１番１６号ア
クトピア北赤羽壱番館１０２

03-5963-5533 歯、小歯、歯外

151 エジ歯科クリニック
赤羽北二丁目３２番１１号Ｊ
Ｒビル２階

03-3909-2458
歯、歯外、矯歯、
小歯

152 佐牟田歯科医院 赤羽北三丁目６番３号 03-3908-8245 歯

153 高橋歯科医院 赤羽北三丁目２２番１８号 03-3906-6868 歯、小歯、矯歯

154 医療法人社団陽優会
アイリス歯科クリニック

浮間一丁目１番６号時屋ビ
ル２階

03-3968-1182
歯、小歯、矯歯、
歯外

155 医療法人社団蒼昊堂あ
おぞら歯科クリニック

浮間二丁目６番１０号幸コー
ポⅠ １階

03-5918-8455 歯、小歯、歯外

156 コウノ歯科 浮間三丁目１番５２‐４０１号 03-3966-8811 歯、小歯

157 高山歯科医院 浮間三丁目１番５５‐２０１号 03-3969-3371 歯、小歯

158
医療法人社団寿明
会うきま歯科医院

浮間三丁目２番１６号 03-5392-1331
歯、矯歯、小歯、
歯外

159 高山歯科クリニック 浮間三丁目１３番１１号 03-5392-5780 歯、小歯

160 ラナ歯科クリニック
浮間三丁目１６番１５号ホワ
イトローズ１０２

03-6279-8797 歯、小歯
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161
なんば歯科クリニッ
ク

浮間三丁目２６番１３号ＭＹ
ビーゼ１Ａ

03-5914-0888
歯、小歯、矯歯、
歯外

162 たち歯科医院
浮間三丁目２７番２４号１０１
号室

03-5970-1108
歯、矯歯、小歯、
歯外

163 佐藤歯科医院 浮間四丁目２番１２号 03-3969-2091 歯、小歯

164 医療法人社団博進会
パールデンタルクリニック 浮間四丁目３１番１３号 03-3967-4618 歯、小歯、矯歯

165 医療法人社団仁清会
浮間アスール歯科

浮間四丁目３２番２２号プラ
イムアーバン浮間公園１階

03-5918-8354
歯、歯外、小歯、
矯歯

166
桐ヶ丘歯科クリニッ
ク

桐ケ丘一丁目２番Ｅ３５－１
０５号

03-5963-5300 歯、小歯

167 三宅歯科医院 滝野川一丁目５７番８号 03-3910-2680 歯、小歯、歯外

168 真柴歯科クリニック
滝野川一丁目８１番８号ライ
オンズマンション西巣鴨１０１

03-3949-8217 歯

169 松永歯科医院 滝野川二丁目１０番５号 03-3910-3054 歯、小歯、歯外

170 荒井歯科医院 滝野川三丁目９番４号 03-3949-1045 歯

171 たいち歯科医院 滝野川三丁目４６番８号 03-5907-5778 歯、小歯

172 たきのがわ歯科
滝野川三丁目６６番１０‐１０
８号

03-5907-7087 歯、小歯

173 医療法人社団優善会
上田歯科クリニック

滝野川三丁目８０番１６号都営滝
野川アパート１６号棟１階１０４号室 03-5907-3714 歯、小歯

174 横山歯科医院
滝野川六丁目８番１号ラ・メ
ゾン西巣鴨１０２

03-3576-5066 歯、小歯、歯外

175
コンピスデンタルクリ
ニック

滝野川六丁目１４番９号東京先
端医療モールビル３０２号 03-6903-7978

歯、小歯、歯外、
矯歯

176
北区障害者口腔保
健センター

滝野川六丁目２１番２５号滝
野川西区民センター２階

03-5567-2088 歯

177 まこと歯科
滝野川六丁目３３番３号コー
ポクレッシェンド１０２

03-3910-4748
歯、小歯、矯歯、
歯外

178 近藤歯科
滝野川六丁目４４番１０号エ
ステート相沢１０１

03-3915-4463 歯

179 木村歯科医院 滝野川六丁目６１番６号 03-3916-2988 歯、小歯

180 大橋ビル歯科医院 滝野川六丁目６３番９号 03-3916-3839 歯
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181 医療法人社団四瑛会
板橋ステーション歯科

滝野川七丁目４番１号ＪＲ板
橋東口ビル２０１Ａ号

03-5980-9162
歯、小歯、歯外、
矯歯

182
ユーコデンタルクリ
ニック

滝野川七丁目８番１０号木
曽ビル３Ｆ

03-3576-1182 歯、小歯

183 西村歯科医院 滝野川七丁目９番６号 03-3916-0953 歯

184 さくら通り歯科医院
滝野川七丁目１６番５号パー
クメゾン板橋２Ｆ

03-3916-5530 歯、小歯

185 医療法人社団あるまじ
ろ会小林歯科クリニック

滝野川七丁目２２番６号ＩＭＡ
ビル１階

03-3915-8418 歯、矯歯

186 医療法人社団医慶会タ
カラ歯科クリニック

滝野川七丁目２３番５号パー
クサイドコート１０４号室

03-3940-8241
歯、矯歯、小歯、
歯外

187 駒込丘の上歯科 西ケ原一丁目２１番１２号 03-5944-5815 歯

188 みのうら歯科医院 西ケ原一丁目４９番１５号 03-3910-4852 歯

189 近藤歯科医院 西ケ原一丁目５５番５号 03-3915-6484 歯、矯歯、小歯

190
おおさわ歯科クリ
ニック

西ケ原一丁目５５番９‐２０１
号

03-3910-5099
歯、小歯、矯歯、
歯外

191
しもふり橋デンタル
クリニック

西ケ原一丁目６０番１６号村
松ビル１階

03-6903-7682
歯、小歯、矯歯、
歯外

192 江口歯科医院 西ケ原二丁目１４番１号 03-3910-2155 歯

193 野川歯科医院
西ケ原二丁目４４番１０号ア
クト西ケ原２０４号室

03-5394-3691 歯

194 まゆみ歯科
西ケ原三丁目１番９号メゾン
ドフォーレ１０５

03-3940-5441 歯、矯歯、歯外

195 福田歯科医院 西ケ原三丁目１５番３号 03-3910ｰ3013 歯

196
医療法人社団幸和
会さくら歯科

西ケ原三丁目６３番７号 03-5394-0648 歯、矯歯、小歯

197 かなえ歯科 上中里二丁目４０番４号 03-5390-2129 歯、矯歯、小歯

198 久松歯科医院 上中里三丁目７番１１号 03-3913-1553 歯

199 医療法人社団裕慈会こ
ばやし歯科クリニック

上中里三丁目１８番３号１
階・２階

03-5959-3450
歯、小歯、矯歯、
歯外

200 安岡歯科 中里一丁目３番３号 03-5685-3329 歯
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201 医療法人社団守友会
マモル歯科クリニック 中里一丁目６番８号 03-3824-1887 歯、小歯、矯歯

202
医療法人社団ＫＨＲ
きたはら駒込歯科

中里二丁目１番４号アジアビ
ル２階２０１号２０２号室

03-5961-4618
歯、小歯、矯歯、
歯外

203 瀬尾歯科医院
中里二丁目３番５号藤和シ
ティホームズ駒込駅前１０２

03-5907-4848 歯、小歯

204
スパイラルブラン
シュ歯科医院

中里二丁目５番６号１階 03-3576-8148 歯、小歯、矯歯

205
医療法人社団おお
ば歯科医院

中里三丁目１７番６号 03-3915-0648 歯

206
昭和町歯科クリニッ
ク

昭和町二丁目７番１号 03-3810-7369 歯、歯外

207 石引歯科医院 田端新町二丁目１２番２号 03-3893-8452 歯、小歯

208 甲田歯科医院 田端新町二丁目１９番１３号 03-3800-1671 歯、小歯、歯外

209 富士歯科医院
田端新町三丁目５番７号安
岡ビル２Ｆ

03-3893-1932
歯、矯歯、小歯、
歯外

210 浜田歯科医院 田端新町三丁目２６番５号 03-3894-1340 歯

211 さん歯科クリニック 田端新町三丁目３６番６号 03-6807-8284
歯、小歯、矯歯、
歯外

212
いわさき歯科クリ
ニック

田端新町三丁目３７番１号 03-3893-2088 歯

213
吉野デンタルクリ
ニック

東田端一丁目１３番１０号ツ
インビル田端Ａ棟２Ｆ

03-3894-0678
歯、小歯、歯外、
矯歯

214
医療法人社団誓栄会千賀
デンタルクリニックアトレ
ヴィ田端医院

東田端一丁目１７番２号アト
レヴィ田端店３階

03-5834-7552
歯、小歯、矯歯、
歯外

215
医療法人社団楓樹
会棚田歯科医院

東田端二丁目３番８号横山
ビル２階

03-5692-1533 歯、小歯

216 津田歯科医院 東田端二丁目７番１６号 03-3893-1927 歯

217 ヒロ歯科 東田端二丁目９番５号 03-3800-4969 歯

218 中村歯科医院 田端一丁目３番６号 03-3821-6424 歯

219
佐藤ハイツデンタル
クリニック

田端一丁目７番１８号佐藤
ハイツ４Ｆ

03-3828-8804 歯

220 フジハシ歯科医院
田端一丁目１６番５号コーポ
ＡＴ２Ｆ

03-5685-6480 歯、小歯、矯歯
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221
あすか歯科クリニッ
ク

田端一丁目２１番８号ＮＳＫ
ビル２階２０３号

03-3822-8779 歯、歯外

222 渡辺歯科医院 田端一丁目２３番５号 03-3821-0068 歯

223 しおばら歯科医院 田端一丁目２４番２２号 03-3827-0648
歯、小歯、歯外、
矯歯

224 よしみつ歯科医院 田端二丁目６番２２‐１０１号 03-3823-3153
歯、小歯、矯歯、
歯外

225 桜田歯科 田端三丁目３番１２号２Ｆ 03-5834-1555
歯、小歯、歯外、
矯歯

226 ごとう歯科クリニック
田端三丁目６番１８号スタジ
オＴＯＫビル１Ｆ

03-5815-2880
歯、小歯、矯歯、
歯外

227 駒込歯科クリニック
田端三丁目８番９号コンシェ
リア駒込ＡＮＮＥＸ１階

03-5842-1717 歯、歯外

228 前川歯科医院 田端四丁目２番１号 03-3827-3741 歯、小歯

229
医療法人社団旗生
会はたぶ歯科医院

田端四丁目５番２号ドミール
駒込１階

03-5815-5013 歯、矯歯

230
かわさき小児・矯正
歯科医院

田端五丁目７番９号 03-3827-3194 歯、小歯、矯歯

231 大多和歯科診療所 田端五丁目７番１７号 03-3823-2121 歯

232 宏歯科医院 田端五丁目１２番７号 03-3823-3059 歯、矯歯
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◇◆休日・夜間診療◆◇ 
 

北区休日診療所 所在地 
王子 2-16-11 

北区医師会館 2 階 
電話番号 03-5390-3011 

診療科名 内、小 

受付日時 日曜日、祝日(振替休日を含む)、年末年始(12 月 29 日～1 月 4日）  10:00～21:30 

北歯科医師会 

休日歯科応急診療所 
所在地 

中十条 2-11-4 
北歯科医師会館 1階 

電話番号 03-3900-5009 

診療科名 歯 

受付日時 日曜日、祝日(振替休日を含む)、年末年始(12 月 29 日～1 月 4日)  9:00～16:30 

北区休日歯科応急診療所 所在地 
滝野川 6-21-25 

滝野川西区民センター2階 
電話番号 03-5567-2055 

診療科名 歯 

受付日時 日曜日、祝日、年末年始（12 月 29 日～1月 4 日）  9:00～16:30 

子どもの夜間救急 所在地 
赤羽台 4-17-56 

東京北医療センター内 
電話番号 03-5963-3311 

診療科名 小 

受付日時 月曜日から土曜日（祝日及び 12月 29 日から 1月 3 日までを除く） 20:00～22:45 

 

 

◇◆医療機関紹介窓口◆◇ 
 

東京都医療機関案内 

サービスひまわり 

 

電話番号 03-5272-0303 

電話番号 03-5285-8080 （聴覚・言語障害者向けファクシミリ受付） 

URL   https://www.himawari.metro.tokyo.jp/qq13/qqport/tomintop/ 

携帯  https://www.himawari.metro.tokyo.jp/i/qq13immnlt.asp 

 

 
 
 

北区医師会ホームページ URL  http://www.kitaku-med.or.jp/ 

北歯科医師会ホームページ URL  https://kitashi.jp/ 

滝野川歯科医師会ホームページ URL  http://takishi.jp/ 
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◇◆各種相談窓口◆◇    

 

 

子供の健康相談室 

（小児救急相談） 

電話番号 03-5285-8898 

（ダイヤル回線、ＩＰ電話等すべての電話） 

      ＃8000（携帯電話、プッシュ回線） 

受付日時 月曜日～金曜日  

18:00～翌 8:00 

  土曜日、日曜日、祝日、年末年始   

8:00～翌 8:00 

東京消防庁救急相談センター 

（救急車を呼ぶか迷ったら） 

電話番号 03-3212-2323（ダイヤル回線） 

＃7119（携帯電話、ＰＨＳ、プッシュ回線） 

受付日時 24 時間年中無休 

東京都医療安全支援センター 

患者の声相談窓口 

（都内病院に関する相談） 

電話番号  03-5320-4435 

受付日時 平日 9:00～12:00、13:00～17:00 

北区新型コロナ健康相談センター 
（新型コロナウイルス感染症に 

関する健康相談） 

電話番号 03-3919-4500 

受付日時 平日 9：00～17：00 

東京都発熱相談センター 

（新型コロナウイルス感染症に 

関する健康相談） 

電話番号 03-5320-4592 又は 03-6258-5780 

受付日時 24 時間（土・日曜、祝日を含む毎日） 

 

 北区の病院・診療所・歯科診療所一覧  
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