
物忘れ相談医一覧表 2017/3/31

氏名 医療機関名 住所 電話番号

1 勝部 令子 内科小児科山住医院 阿佐谷南1-38-2 03-3314-2381
2 中山 美子 阿佐谷クリニック 阿佐谷北1-41-5 03-3338-5016
3 清水 秀昭 河北総合病院 阿佐谷北1-7-3 03-3339-2121
4 佐藤 典治 佐藤内科クリニック 阿佐谷北2-13-2 03-5327-5885
5 矢部 裕之 矢部医院 阿佐谷北6-31-6 03-3338-6449
6 木村 伸俊 木村クリニック 井草1-18-11 03-3397-7787
7 伊東 薫 伊東医院 井草1-19-27 03-3399-3848
8 川瀬 直登 井草内科クリニック 井草3-17-14 03-5311-7077
9 海老澤 俊浩 海老沢医院 井草3-24-8 03-3390-1289
10 岡田 純一郎 岡田ライフクリニック 井草4-6-20 03-5311-3545
11 安田 正俊 シャレール荻窪前やすだクリニック 荻窪1-58-10 03-6383-5111
12 安田 正之 安田医院 荻窪5-11-19 03-3391-5871
13 別府 良男 別府医院 下井草1-4-3 03-3336-6921
14 近藤 邦夫 近藤医院 下井草2-36-24 03-3397-6868
15 富川 昭 富川医院 下井草4-6-17 03-3399-4514
16 木暮 大嗣 木暮クリニック 下高井戸1-41-6 03-3329-3003
17 篠原 靖 篠原内科医院 久我山4-1-5 03-5336-6636
18 大杉 文雄 久我山おおすぎ診療所 久我山4-50-30 03-5336-6780
19 佐々木 忠 佐々木医院 宮前1-14-10 03-3332-4841
20 佐々木 政幸 久我山整形外科ペインクリニック 宮前5-15-21 03-5344-1388
21 屠 聿揚 屠内科クリニック 高井戸西2-9-7 03-6662-6614
22 清水 聡 清水内科クリニック 高円寺南1-7-4 03-3318-2431
23 小島 淳 こじま内科 高円寺南5-40-17 03-3316-3987
24 窪田 茂比古 窪田クリニック 高円寺北3-25-20 03-6265-5791
25 諸岡 啓一 諸岡クリニック 今川1-1-4 03-3396-1520
26 石井 健輔 石井こども・内科循環器科クリニック 松ノ木1-6-21 03-3314-5677
27 森谷 泰和 森谷医院 松庵1-8-6 03-3334-7285
28 藤多 和義 藤多クリニック 上荻1-9-1 03-3392-8811
29 阿部 正 おぎくぼ正クリニック 上荻3-29-11 03-5303-1560
30 中里 厚 中里医院 上荻4-2-3 03-3390-5258
31 中里 恵美子 中里医院 上荻4-2-3 03-3390-5258
32 駒﨑 富士男 駒﨑医院 上荻4-30-12 03-3395-5513
33 土屋 広 八幡山診療所 上高井戸1-1-10 03-3303-0509
34 小口 洋子 おおたにクリニック 成田西1-12-15 03-3316-8577
35 佐々木 英樹 佐々木内科・循環器内科クリニック 成田西2-11-6 03-5335-7121
36 竹内 明彦 たけうち内科 成田東3-12-13 03-3313-8428
37 長沼 裕一郎 長沼内科 成田東3-36-8 03-3311-1803
38 加藤 章 成宗診療所 成田東4-13-6 03-3392-6967
39 渕之上 眞澄 渕之上クリニック 清水1-15-12 03-5382-0876
40 甲田 潔 甲田医院 西荻南3-16-1 03-3333-6444
41 中川 浩司 中川クリニック 西荻南4-4-5 03-3335-2778
42 神田 裕 西荻司ビルクリニック 西荻北3-12-10 03-5382-2099
43 近藤 喬 近藤クリニック 西荻北4-5-20 03-3301-0109
44 平川 省吾 善福寺クリニック 善福寺3-24-3 03-3395-6808
45 長井 チヱ子 にれの木クリニック 天沼3-2-18 03-5335-5868
46 丹生谷 晃代 ひまわりメンタルクリニック 天沼3-2-6 03-5347-7871
47 石沢 和敬 石沢クリニック 梅里2-1-15 03-5929-1922
48 継 仁 継医院 梅里2-4-8 03-3311-3067
49 古河 志行 浜田山診療所 浜田山2-14-5 03-3302-6601
50 遠藤 宏子 遠藤医院 浜田山3-3-9 03-3302-9035
51 渡邉 豪紀 わたなべ内科皮膚科クリニック 浜田山4-14-7 03-3318-8048
52 山本 豊 杉並堀ノ内クリニック 堀ノ内2-29-14 03-5929-1611
53 西山 和男 西山内科クリニック 和泉3-46-8 03-5355-7778
54 山川 雅之 山川クリニック 和泉4-1-22 03-6304-7728
55 樫尾 明彦 和田堀診療所 和田2-42-5 03-3381-6840
56 下山 一郎 小林医院 和田3-15-15 03-3381-5411
57 立花 志成


