
住所 電話番号

石橋内科歯科医院 荒川区南千住１－１－２１ ３８９１－０８９６

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４－７－１－３F 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

医療法人社団仁癒会　南千住つのだ医院 荒川区南千住６－６５－１２ ３８０２－００２３

医療法人社団ＫＳハートメディカルハートクリニック南千住 荒川区南千住７－１－１－３０５ 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

 社会医療法人社団正志会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

医療法人社団清心会　清水医院 荒川区荒川１－４－１４ ３８０７－１１２５

水野クリニック 荒川区荒川１－４９－２－２F ３８９１－０２１９

佐藤クリニック 荒川区荒川１－７－６ ３８９１－５８２８

赤池医院 荒川区荒川２－６－１ ３８０３－４１６１

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

荒川外科肛門医院 荒川区荒川４－２－７ ３８０６－８２１３

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５－１１－１８－２Ｆ 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６－４１－４－１F ３８９５－７２３１

田中整形外科 荒川区荒川７－７－１８ ５８５０－８３４１

日野クリニック 荒川区荒川７－４４－５ ３８９２－４５３０

ふかい整形外科医院 荒川区荒川７－４６－１－２０６ ５９０１－３５９０

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

≪健診実施医療機関一覧①　（南千住・荒川地区）≫

※健診実施医療機関一覧②(町屋・東尾久・西尾久地区）は裏面になります。
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令和３年度　健診実施医療機関一覧
※健診実施医療機関は下記①～③まであり、住所順に記載してあります。(③は別紙に記載されています）

医療機関名

☆健診は、お住まいの住所地区に関係なく、一覧に

掲載されている健診実施医療機関でしたら、どの医

療機関でも受診できます。

健診実施医療機関一覧①・・・南千住・荒川地区

健診実施医療機関一覧②・・・町屋・東尾久・西尾久地区

健診実施医療機関一覧③・・・東日暮里・西日暮里地区



住所 電話番号

堀メディカルクリニック 荒川区町屋１－１－９－２Ｆ ３８９５－５４００

陳　内科クリニック 荒川区町屋１－１－９－５Ｆ ３８００－２７００

木村病院 荒川区町屋２－３－７ ３８９２－３１６１

医療法人社団公尽会　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

医療法人社団龍門会　町屋整形外科 荒川区町屋３－９－１２－１Ｆ 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

たいら整形外科 荒川区東尾久１－３１－１０－１Ｆ 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

医療法人社団　野原医院 荒川区東尾久４－４６－１６ ３８９３－８３６３

冨田医院 荒川区東尾久５－３９－１３－１F 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

医療法人社団専心会　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

かわさき内科クリニック　 荒川区西尾久２－１４－１１-１Ｆ ６８０７－７７６９

紅露医院 荒川区西尾久２－２６－７ ３８９４－６８３６

小島医院 荒川区西尾久２－３５－１ ３８９３－７３５５

夢眠クリニック埼京 荒川区西尾久３－１５－１ ５６９２－５８５０

ふじクリニック 荒川区西尾久３－１６－８ ５６９２－１０４９

鈴木こどもクリニック 荒川区西尾久３－２１－５－１F 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
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≪健診実施医療機関一覧②　（町屋・東尾久・西尾久地区）≫
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医療機関名



住所 電話番号

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

西松医院 荒川区東日暮里１－１６－１３ ３８０１－２７４８

日暮里上宮病院 荒川区東日暮里２－２９－８ ３８９１－５２９１

医療法人社団三光会　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４－２０－６ ５８５０－６１６６

医療法人社団髙順会　髙井医院 荒川区東日暮里４－２６－７ ３８０７－８１３１

医療法人社団たか博会　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

ひぐらし整形外科内科 荒川区東日暮里５－３４－１－４F ５６０４－１２３６

加藤小児科内科医院 荒川区東日暮里５－４４－１ ３８０３－３３７７

はせがわ病院 荒川区東日暮里５－４５－７ ３８０７－８８６６

東京東日暮里たんのハートクリニック 荒川区東日暮里５－５０－１８ ３８０６－１８１０

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

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

医療法人社団　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２－１９－１０－３Ｆ ３８０２－３９１１

日暮里健診プラザ 荒川区西日暮里２－２０－１－４Ｆ ５８５０－１７００

いしかわ日暮里クリニック 荒川区西日暮里２－２６－９ ５８５０－５０７１

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 ３８０５－８１８１

西日暮里クリニック 荒川区西日暮里５－２４－７ ３８０６－１２０１

ひろせ内科外科クリニック 荒川区西日暮里５－２７－２－２F ３８０３－６２６０

小島医院 荒川区西日暮里６－５７－２ ３８９３－８５６９
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≪健診実施医療機関一覧③　（東日暮里・西日暮里地区）≫
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医療機関名


