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医師会・歯科医師会・薬剤師会� 　
名 称 所在地 電話番号

一般社団法人荒川区医師会 西日暮里6-5-3 3893-2331
公益法人東京都荒川区歯科医師会 荒川4-2-21 3805-6601
一般社団法人荒川区薬剤師会 荒川6-42-12 3819-0550
※荒川区は、荒川区医師会、東京都荒川区歯科医師会、荒川区薬剤師会、東京都柔道整復師会荒川支部ならびに荒川区獣医師会と災
害時の協力協定を結んでいます

病院等一覧の凡例
★……荒川区医師会・東京都荒川区歯科医師会会員　◆……荒川区薬剤師会会員　●……東京都柔道整復師会荒川支部会員
■……荒川区獣医師会会員
診療科目等の略号 産……産科 泌……泌尿器科 アレ…アレルギー科 病……病理診断科
（診療所） 心内…心療内科 精……精神科 美皮…美容皮膚科 救……救急科
内……内科 小……小児科 耳……耳鼻咽喉科 美内…美容内科 老内……老年内科
心血外……心臓血管外科 眼……眼科 小耳…小児耳鼻咽喉科 感……感染症内科 漢内……漢方内科
心血内……心臓血管内科 小眼……小児眼科 消……消化器科 透内…人工透析内科 ペイン…ペインクリニック内科
麻……麻酔科 呼……呼吸器科 産婦…産婦人科 透……透析 血外……血管外科
形……形成外科 リハ…リハビリテーション科 乳外…乳腺外科 在医…在宅医療
性……性病科 美……美容外科 脳……脳神経科 理療…理学療法 （歯科）
性内…性感染症内科 肛……肛門科 脳外…脳神経外科 内視…内視鏡内科 歯……歯科
神……神経科 肛内…肛門内科 腎内…腎臓内科 消肝…消化器肝臓内科 矯……矯正歯科
気……気管食道科 肛外…肛門外科 内分泌…内分泌内科 糖内…糖尿病内科 小……小児歯科
胃……胃腸科 神内…神経内科 代内…代謝内科 循内…循環器内科 歯外…歯科口腔外科
胃内…胃腸内科 外……外科 甲外…甲状腺外科 在緩…緩和ケア科
胃外…胃腸外科 皮……皮膚科 呼内…呼吸器内科 消内…消化器内科
循……循環器科 リウ…リウマチ科 呼外…呼吸器外科 消外…消化器外科
婦……婦人科 整……整形外科 放……放射線科 臨……臨床検査科
※診療科目等については、受診前に各医療機関にご確認ください
※各地区ごとに掲載しています

南千住・荒川地区　病院� 令和3年7月1日現在
名 称 所在地 電話番号 診療科目 救急病院

★ 医療法人社団愛和会　南千住病院 南千住5-10-1 3806-2232 内、消内、透内、外、整、泌
★ 荒木記念東京リバーサイド病院 南千住8-4-4 5850-0311 内、小、外、整、産、婦、泌、皮、

リハ、麻、乳外
〇

★ 医療法人社団杏精会　岡田病院 荒川5-3-1 3891-2231 内、外、整、脳外、肛、放、婦 〇
★ 竹内病院 荒川6-7-8 3892-7771 内、呼内、消内、循内、小、リウ、

リハ、アレ

診 療 所� 令和3年7月1日現在
名 称 所在地 電話番号 診療科目

★ 医療法人社団弘明会　石橋内科歯科医院 南千住1-1-21 3891-0896 内、消
★ 医療法人社団澄心会　中山医院 南千住1-6-7 3891-5950 皮
★ 医療法人社団八光会　菅原眼科クリニック 南千住1-13-3 3801-6078 眼
★ 上野小児科医院 南千住1-13-22 3806-4970 小
★ 磯医院 南千住1-56-10 3807-8171 内、小、皮
★ 茂澤メディカルクリニック 南千住3-4-1 3891-1951 内、小、皮、リハ、整、消内、循内、美皮
★ もざわ眼科 南千住3-4-2 3803-5244 眼
★ 公益財団法人鉄道弘済会　義肢装具サポートセンター付属診療所 南千住4-3-3 5615-3313 整、リハ

荒川区役所荒川区役所
3802-31113802-3111（代）（代）
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★ 宇津野レディスクリニック 南千住4-7-1 3803-4107 産婦、皮
★ よしの耳鼻咽喉科クリニック 南千住4-7-1 5850-3379 アレ、耳
松林整形外科クリニック 南千住4-7-1 3805-7168 外、整、リハ

★ 医療法人社団いなばキッズクリニック 南千住4-7-1 5604-1710 小
★ 医療法人社団サウスリバー会　かどた内科クリニック 南千住4-7-1 5604-1517 内、小、アレ、胃内、内視、漢内、呼内、
ガーデンアイクリニック 南千住4-7-2 6806-6676 眼

★ 吉野内科小児科医院 南千住5-7-1 3807-0605 内、小
★ 角田クリニック 南千住5-18-11 3806-8172 アレ、皮、代内、美内、美皮
★ 医療法人社団瑞英会　野近眼科医院 南千住5-20-8 3807-1360 眼
医療法人社団平永会　日下診療所 南千住5-21-7 3803-5831 内、泌
こもれびの診療所 南千住5-21-7 6806-5457 内

★ 南千住内科クリニック 南千住5-31-6 5615-5311 内、循、神内
★ 金子医院 南千住6-47-11 3891-2945 内、小
★ 医療法人社団久木留医院 南千住6-53-8 3891-4639 内、呼内、消・胃内
くきどめ整形外科 南千住6-53-8 3801-3322 整

★ 医療法人社団仁癒会　南千住つのだ医院 南千住6-65-12 3802-0023 内、循内、小
★ 南千住こどもクリニック 南千住7-1-1 5615-2525 小、アレ
★ 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 南千住7-1-1 5604-0810 内、皮、婦、循内
★ 医療法人社団花水木会　はたの耳鼻咽喉科 南千住7-1-1 6806-8733 アレ、耳、小耳
★ 医療法人社団雄照会　はちすか整形外科 南千住7-1-1 6806-8555 整、リハ
★ 医療法人社団杏音会　土屋クリニック 南千住7-12-15 3806-9029 内、消、放
★ 医療法人社団しらひげ西クリニック 南千住8-3-2 3801-6676 内
★ 汐入耳鼻咽喉科 南千住8-4-5 3802-8733 小、耳
★ 汐入眼科クリニック 南千住8-4-5 5850-8733 内、小、眼、小眼
★ 汐入診療所 南千住8-10-3 3807-2302 内、小、精、整、リハ
★ 医療法人社団清心会　清水医院 荒川1-4-14 3807-1125 内、循内
★ 医療法人社団　佐藤クリニック 荒川1-7-6 3891-5828 内、麻
★ 医療法人社団仲村医心会荒川整形外科リハビリテーションクリニック 荒川1-17-14 3807-1600 整、リハ、麻
★ 医療法人社団愛和会　愛和クリニック 荒川1-35-6 3807-0160 内、透内
★ 医療法人社団水野クリニック 荒川1-49-2 3891-0219 内、小
★ まつおかこどもクリニック 荒川2-4-1 5604-1567 小、アレ
★ 赤池医院 荒川2-6-1 3803-4161 内、小
★ 池田耳鼻咽喉科 荒川3-12-16 3805-3387 耳
★ 飯土用内科 荒川3-23-13 3891-5858 呼内、消内、循内
★ 医療法人社団荒川名倉整形　荒川名倉整形 荒川3-78-2 3801-7191 内、整、リハ
★ サン内科循環器クリニック 荒川4-1-1 5604-9271 内、循内
★ 医療法人社団松田会　荒川外科肛門医院 荒川4-2-7 3806-8213 内、外、胃内、胃外、肛内、肛外、消内、消外
★ 望月医院（休止） 荒川4-44-5 3891-7630 アレ、耳、気
エイラク眼科 荒川4-51-6 3891-4050 眼

★ 荒川生協診療所 荒川4-54-5 3802-2601 内、腎内、整
★ 荒川ひだまり在宅クリニック 荒川5-1-15 5604-5653 内、老内
★ とかの医院 荒川5-11-18 6458-3620 耳、アレ、眼、小眼、内、消内、気管食道外科、

循内、内分泌、皮
荒川眼科診療所 荒川6-19-10 5692-6799 眼

★ 大泉クリニック 荒川6-41-4 3895-7231 内、小、皮
★ 医療法人社団良仁会　佐久間耳鼻科クリニック 荒川6-70-12 3895-3341 耳
★ 田中整形外科 荒川7-7-18 5850-8341 整、リハ
★ 医療法人社団日野クリニック 荒川7-44-5 3892-4530 内、循内、代内、心内
★ 医療法人社団くすのき会　わかすぎ小児科クリニック 荒川7-46-1 3810-7800 小、アレ
★ 医療法人社団ふかい整形外科医院 荒川7-46-1 5901-3590 外、整、リハ
★ 町屋マークスタワークリニック 荒川7-46-1 6807-7415 内、消内
医療法人社団新穂会　荒川皮フ科クリニック 荒川7-46-1 6807-7607 皮、アレ

歯科診療所� 令和3年7月1日現在
名称 所在地 電話番号 診療科目

★ 医療法人社団弘明会　石橋内科歯科医院 南千住1-1-21 5850-1718 歯
荻原歯科医院 南千住1-2-2 3805-0864 歯、矯、小

★ レオーネキッズデンタルクリニック 南千住1-2-2 3801-0648 矯、小
★ アクア歯科医院 南千住1-13-22 3802-6464 歯、矯、小、歯外
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名称 所在地 電話番号 診療科目
医療法人社団活生会　安寿歯科 南千住1-15-2 3891-8984 歯、小
小林歯科医院（休止） 南千住1-25-13 3891-5602 歯、小

★ すがや歯科クリニック 南千住1-39-1 3891-9968 歯、矯、小、歯外
江里口歯科 南千住2-23-7 6458-3386 歯、歯外

★ 医療法人社団UNI会　すみ歯科クリニック 南千住3-8-11 3807-5503 歯、矯、小
医療法人社団栄潤会　ロイヤルデンタルクリニック 南千住4-1-3 6806-8484 歯、矯、小、歯外
南千住　小児歯科矯正歯科 南千住4-7-1 5615-2182 歯、矯、小
医療法人社団栄潤会　LaLaテラス歯科クリニック 南千住4-7-2 3805-4618 歯、矯、小、歯外
リバーハープタワー歯科 南千住4-9-1 3802-5666 歯、矯、小

★ 磯部歯科医院 南千住5-1-4 3806-0648 歯
★ 山田歯科医院 南千住5-27-2 3801-5538 歯、小
★ 白鳥矯正歯科医院 南千住5-37-11 3801-5581 歯、矯、小
エムズ歯科矯正歯科クリニック 南千住5-39-1 6806-5106 歯、矯、小、歯外

★ とうま歯科医院 南千住5-43-6 3801-6488 歯
医療法人社団康真会　アクロシティ歯科クリニック 南千住6-37-6 3891-4618 歯、矯、小

★ 三浦歯科 南千住6-48-20 3807-7274 歯、小
★ 第一久木留歯科医院 南千住6-53-8 3891-2862 歯、小

医療法人社団モアフロストアクレスティ南千住アプル歯科医院 南千住7-1-1 3805-7182 歯、矯、小、歯外
★ 荒井歯科医院 南千住7-3-7 3806-2004 歯
★ 益戸歯科医院 南千住7-12-12 3806-3552 歯
医療法人敬歯会　汐入歯科医院 南千住8-4-5 3805-3368 歯、矯、小
Eデンタルオフィス 荒川1-44-15 5615-2692 歯、矯、小、歯外
とりすデンタルクリニック 荒川1-49-10 6806-8075 歯、矯、小、歯外
メグミ歯科クリニック 荒川1-53-21 6806-6487 歯、矯、小、歯外

★ はやしべ歯科医院 荒川2-1-5 3807-7002 歯、矯、小
★ 吉田歯科医院 荒川2-9-8 3803-1924 歯
★ ホウキ歯科医院 荒川3-35-4 3802-7737 歯
★ よし歯科医院 荒川3-48-3 3801-5139 歯、矯、小、歯外
三河島歯科クリニック 荒川3-61-4 3803-4618 歯、矯、小、歯外

★ 医療法人社団みすず会　第一歯科医院 荒川3-65-3 3891-1702 歯、矯、小、歯外
★ 岡歯科医院 荒川5-17-4 3895-5023 歯
医療法人社団恵進会　新三河島歯科医院 荒川5-18-3 3800-8218 歯、矯、小

★ ならしま歯科クリニック 荒川5-40-3 3809-5689 歯、矯、小、歯外
★ 井上歯科医院 荒川6-6-2 3819-2311 歯、小
★ 日野歯科医院 荒川6-39-11 3895-6558 歯
さくま歯科クリニック 荒川6-41-4 3809-5877 歯、小、歯外

★ 河田歯科医院 荒川7-9-3 3807-1738 歯、矯、小、歯外
★ イーストヒル歯科 荒川7-20-1 3803-7431 歯

医療法人社団CosmeDentalConceptマ－クスデンタルクリニック 荒川7-46-1 3809-4618 歯、矯、小、歯外

町屋・尾久地区　病院� 令和3年7月1日現在
名称 所在地 電話番号 診療科目 救急病院

★ 社会医療法人社団一成会　木村病院 町屋2-3-7 3892-3161 内、呼内、消内、循内、外、消外、整、美、
脳外、皮、美皮、泌、肛外、リハ、糖内、
血外

〇

★ 医療法人社団美誠会　荒川病院 町屋8-20-3 5901-1171 内、リハ
★ 東京女子医科大学東医療センター 西尾久2-1-10 3810-1111 内、呼内、消内、循内、内視、小、精、

神内、心内、リウ、外、整、形、美、
脳外、呼外、心血外、消外、乳外、
産婦、眼、耳、皮、泌、放、麻、歯、
歯外、臨、病、リハ、救、化学療法・
緩和ケア内科

〇

★ 医療法人社団藤寿会　佐藤病院 西尾久5-7-1 3893-6525 内、外、眼 〇

診 療 所� 令和3年7月1日現在
名称 所在地 電話番号 診療科目

★ 陳内科クリニック 町屋1-1-9 3800-2700 内
★ 医療法人社団桂文会　堀整形外科医院 町屋1-1-9 3895-1235 リウ、整、リハ
★ 医療法人社団桂文会　堀メディカルクリニック 町屋1-1-9 3895-5400 内、外、消内、乳外、肛外
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名称 所在地 電話番号 診療科目
★ 女性とこころのクリニック 町屋1-1-9 5855-1233 精、産婦
医療法人社団新穂会　町屋皮フ科クリニック 町屋1-1-9 6411-1020 アレ、皮

★ 神谷皮膚科 町屋1-7-3 3819-2675 皮
★ あらかわレディースクリニック 町屋1-8-8 6807-8867 産婦
★ 小日向眼科クリニック 町屋1-20-12 3819-7760 眼
★ 医療法人社団もえぎ会　町屋駅前クリニック 町屋2-2-15 5855-3355 内
★ クズウクリニック 町屋2-2-19 5901-2266 精、心内
★ かのう耳鼻咽喉科 町屋2-2-21 3894-3387 耳
★ 医療法人社団公尽会　さいとうクリニック 町屋2-6-14 3892-3125 内、脳外、リハ、神内
★ 医療法人社団加藤産婦人科医院 町屋2-9-21 3895-3521 婦、産科
★ 医療法人社団健康会　高橋医院 町屋3-2-10 3810-5665 内、消内、整、外、皮、眼、耳
★ 医療法人社団龍門会　町屋整形外科 町屋3-9-12 3800-2727 リウ、整、リハ
★ まちや耳鼻咽喉科クリニック 町屋3-9-12 3800-1133 耳、小耳、アレ
★ 町屋一本松眼科クリニック 町屋3-9-15 5855-8292 眼
★ 山田こどもクリニック 町屋3-18-12 6231-8707 小、アレ
★ 町屋小児科内科医院 町屋3-22-3 3809-1515 内、小、アレ
★ 医療法人社団　杏和会　寺田クリニック 町屋3-23-14 3892-5725 内、眼、リハ
★ 木田医院 町屋3-27-9 3819-3123 内、胃、外
★ 医療法人社団久悠眞会　山本医院 町屋4-8-4 3895-5365 内、消、小、外、皮、泌
★ 社会福祉法人上智社会事業団　上智クリニック 町屋4-9-10 3892-4514 内、呼内、消内、循内、小、リウ、外、整、皮、

泌、リハ、放
医療法人社団町屋五丁目整形外科クリニック 町屋5-1-1 3895-0102 内、リウ、リハ、整

★ 小沼医院 町屋6-19-15 3895-6603 内、小、消内
★ 医療法人社団武田内科小児科クリニック 町屋8-7-2 3892-5324 内、小、呼内、循内、感、アレ、消内
医療法人社団若杉会　東京人間ドッククリニック 東尾久1-30-8 5855-0585 内、消内、放射線診断科

★ たいら整形外科 東尾久1-31-10 6807-7505 整、リハ、リウ
★ すずき小児科医院　（休止） 東尾久3-1-9 3892-1266 小、アレ、放
★ 医療法人社団熊野前医院 東尾久3-19-8 3819-2535 内、胃、小
医療法人社団愛和会　熊の前腎クリニック 東尾久3-26-5 5901-6611 内、透内

★ 医療法人社団三雍会　古賀整形外科 東尾久3-30-4 3892-8814 整、リハ
だんのうえ眼科　熊野前院 東尾久3-31-9 5901-1300 眼、小眼

★ 医療法人社団中村内科小児科医院 東尾久4-17-1 3893-5796 内、循、小
すずきクリニック 東尾久4-29-16 5901-9179 心内、精

★ 医療法人社団野原医院 東尾久4-46-16 3893-8363 内
医療法人社団躍心会　くまのまえ皮フ科 東尾久5-13-20 6807-9190 内、外、皮、アレ、形

★ 医療法人社団しんけん会　東尾久耳鼻咽喉科・アレルギー科 東尾久5-23-5 6240-8741 耳、アレ
★ 冨田医院 東尾久5-39-13 3810-2213 内、神内
★ 医療法人社団海山会　鈴木整形外科 東尾久6-5-5 3809-0567 整、リハ
★ ユミ眼科クリニック 東尾久6-5-5 3800-6655 眼
★ 医療法人社団六瓢会　小原医院 東尾久6-8-5 3895-8341 内、小
★ 医療法人社団緑紋会　小泉医院 東尾久6-12-3 3895-8335 耳、気
★ 熊野前かと内科医院 東尾久6-39-13 6677-5400 内、消内
★ 熊野前にしむら内科クリニック 東尾久8-14-1 5855-7555 内、循内、糖内、腎内
★ 尾久橋医院 東尾久8-19-2 3800-3020 内、消内、外、乳外
東皮フ科 東尾久8-20-1 3800-7889 皮

★ 医療法人社団うえだ眼科クリニック 西尾久1-12-5 5692-3100 眼
★ 医療法人社団専心会　いがらしクリニック 西尾久1-32-16 3800-9629 内、小、耳
もりのひと心の医療科クリニック 西尾久2-2-5 6906-9107 精、心内

★ 東京ふれあい医療生活協同組合宮の前診療所 西尾久2-3-2 3800-7111 内、呼、胃、循、小、外、整、リハ、放
★ かわさき内科クリニック 西尾久2-14-11 6807-7769 内、消内、内視
★ 医療法人社団紅露会　紅露医院 西尾久2-26-7 3894-6836 内、婦、産科、皮
★ 小島医院 西尾久2-35-1 3893-7355 内、循、小
★ 夢眠クリニック埼京 西尾久3-15-1 5692-5850 内、整
★ 医療法人社団藤寿会ふじクリニック 西尾久3-16-8 5692-1049 内
★ 医療法人社団鈴木こどもクリニック 西尾久3-21-5 5855-3030 小
★ まる福ホームクリニック 西尾久4-27-3 6807-9810 内、小
医療法人社団実相会　相田歯科・耳鼻科クリニック 西尾久6-2-12 3809-2514 耳、内、アレ

★ 医療法人社団かわうち幸生会　西尾久クリニック 西尾久6-15-5 3800-1717 内、小、整
★ 祐ホームクリニック荒川 西尾久7-17-9 050-3612-9696 内、循内、在緩、皮
医療法人社団利田会　周愛荒川メンタルクリニック 西尾久7-19-5 6807-6816 精

★ 遊園前眼科クリニック 西尾久7-20-10 3800-4911 眼
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名称 所在地 電話番号 診療科目
★ 尾久駅前内科クリニック 西尾久7-25-3 5855-0979 内、循、神内
★ 車庫前こころのクリニック 西尾久7-50-6 5855-0303 精、心内
★ 西尾久リウマチ整形外科 西尾久8-27-6 6807-7740 整、リハ、リウ、内

歯科診療所� 令和3年7月1日現在
名称 所在地 電話番号 診療科目

町屋メディウム歯科 町屋1-1-9 6807-6205 歯、矯、小、歯外
トコイ歯科クリニック 町屋1-2-13 3894-0058 歯、矯、小

★ 山岸歯科医院 町屋1-4-2 3892-6362 歯
なかむら歯科クリニック 町屋1-6-6 6240-8170 歯、矯、小、歯外
あおい歯科クリニック 町屋1-18	-2 3810-5622 歯、小、歯外
松田歯科クリニック 町屋1-20-12 3809-4182 歯、矯、小

★ 三光歯科医院 町屋2-1-15 3819-1668 歯
★ 宮島歯科医院 町屋2-2-3 3895-8845 歯
こばやし歯科クリニック 町屋3-1-14 3819-3346 歯、矯、小、歯外

★ 医療法人社団医恵会　森本歯科医院 町屋3-2-1 3819-6899 歯
久田デンタルクリニック 町屋3-8-4 3895-4180 歯

★ コハクラ歯科医院（休止） 町屋3-20-14 3892-3783 歯
きっかわ歯科医院 町屋3-23-11 3809-6400 歯

★ 青木歯科クリニック 町屋3-29-9 3819-3338 歯、矯、小
★ 板谷歯科医院 町屋4-18-16 3892-4970 歯
医療法人社団大生会　町屋歯科クリニック 町屋5-7-2 5855-2518 歯、矯、小、歯外
しょうだ歯科医院 町屋7-2-5 3819-8214 歯、矯、小

★ 大木歯科医院 町屋7-11-17 3819-6331 歯、矯、小
★ まちや歯科医院 町屋8-3-8 3819-2839 歯、矯、小
★ あらかわ歯科 東尾久1-1-2 6458-2258 歯、矯、小、歯外
★ 白石歯科医院 東尾久1-31-7 3819-5402 歯、小
おかもと歯科医院 東尾久1-33-5 5692-6480 歯、小

★ 井口歯科医院 東尾久1-34-13 3892-6278 歯
★ 医療法人社団　小形歯科医院 東尾久2-5-17 3819-2220 歯
★ 島田歯科医院 東尾久2-49-3 3895-3661 歯、矯、小
★ 富岡歯科医院 東尾久3-25-3 3892-7814 歯
★ 入江歯科熊野前 東尾久3-31-12 6807-7084 歯、矯、小、歯外
医療法人社団志宏会　まなべ歯科医院 東尾久3-35-27 6805-5046 歯、矯、小

★ こうへい歯科クリニック 東尾久4-29-16 3893-2519 歯、小、歯外
★ 松本歯科医院 東尾久4-33-6 3894-0212 歯
★ 河野歯科医院 東尾久4-49-12 5901-5250 歯、矯、小、歯外
★ 医療法人社団隆恵会　磯歯科医院 東尾久5-3-6 3893-0340 歯、矯
医療法人社団聖医会　田中歯科クリニック 東尾久5-16-15 3800-4507 歯、矯、小
熊の前歯科クリニック 東尾久5-18-4 3895-5771 歯、小
医療法人社団優光会　Mファミリー歯科・矯正歯科 東尾久5-27-2 3800-2618 歯、矯、小、歯外

★ 東尾久ふじの歯科医院 東尾久6-5-5 3819-4618 歯、矯、小、歯外
医療法人社団聖陵会　町屋くま歯科 東尾久6-9-18 3893-5544 歯、矯、小、歯外

★ 雨宮歯科医院 東尾久8-14-3 3894-6500 歯
くまのまえ鈴木歯科 東尾久8-14-7 3895-9835 歯、矯、小、歯外
冨田歯科医院 東尾久8-44-1 6240-8202 歯、矯、小、歯外

★ 長田歯科医院 西尾久1-12-11 3893-2364 歯
医療法人社団裕慈会　宮の前歯科クリニック 西尾久2-3-8 3800-4183 歯、矯、小、歯外

★ 東京女子医科大学東医療センター歯科口腔外科クリニック 西尾久2-9-10 3810-1111 歯、歯外
★ 河原歯科 西尾久2-35-7 3810-3003 歯、矯、小、歯外
★ 小台駅前歯科クリニック 西尾久2-37-7 6807-8241 歯、矯、小、歯外
堂前歯科医院 西尾久4-28-3 3893-3365 歯、矯、小、歯外

★ 横井歯科医院 西尾久5-23-8 3810-3640 歯
小林歯科医院 西尾久6-1-1 3894-8586 歯、小

★ 金子歯科医院 西尾久6-2-1 3893-1248 歯、小、歯外
医療法人社団実相会　相田歯科・耳鼻科クリニック 西尾久6-2-12 3809-2514 歯、小、矯
遊園前歯科クリニック 西尾久6-30-6 3800-4912 歯、矯、小、歯外

★ 小島歯科医院 西尾久7-4-13 3893-0475 歯
★ 近藤歯科 西尾久7-18-7 3893-6673 歯
★ 山本歯科医院 西尾久7-43-2 3893-2345 歯
すずき歯科 西尾久8-27-6 3819-8886 歯、矯、小、歯外
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荒川区役所　3802-3111（代）

日暮里地区　病院� 令和3年7月1日現在
名称 所在地 電話番号 診療科目 救急病院

★ 三ノ輪病院 東日暮里1-4-3 3803-2355 内、消、外、整、
★ 社会福祉法人上宮会　日暮里上宮病院 東日暮里2-29-8 3891-5291 内、外、整、リウ
★ 医療法人社団成守会　はせがわ病院 東日暮里5-45-7 3807-8866 腎内、泌
★ 医療法人社団関川会　関川病院 西日暮里1-4-1 3803-5151 内、耳、皮、透内、腎内、形、脳、整、

呼内、糖内、消内

診 療 所� 令和3年7月1日現在
名称 所在地 電話番号 診療科目

★ いなみ整形外科クリニック 東日暮里1-5-10 5850-5366 整、リハ		
★ 小山内科医院 東日暮里1-5-10 5850-2030 内、消内		
★ 医療法人社団西松医院 東日暮里1-16-13 3801-2748 内、循、小、皮		
医療法人社団慶津会　日暮里ホームクリニック 東日暮里3-9-21 5850-7630 内、精、心内		

★ 菊池眼科医院 東日暮里3-20-14 3891-7374 眼		
★ 医療法人社団三光会　東日暮里クリニック 東日暮里3-24-16 5811-6635 内、アレ		
★ 医療法人社団かすが会　くれ内科医院 東日暮里3-42-8 5811-7575 内、消内、循内		
★ 医療法人社団三光会　東日暮里整形外科 東日暮里3-44-12 3805-5558 整、リハ		
★ 医療法人社団雄昂会　やたがいクリニック 東日暮里4-20-6 5850-6166 内、呼、消、循、麻		
★ 高井医院 東日暮里4-26-7 3807-8131 内、小、リウ		
★ 吉田医院 東日暮里4-36-23 3891-5760 内、婦、産科		
★ 医療法人社団たか博会　リーデンスタワークリニック 東日暮里5-16-3 5850-1661 内、消、小、精、整、皮、リハ		
★ ひぐらし整形外科内科 東日暮里5-34-1 5604-1236 内、整、リハ		
日暮里泌尿器科内科 東日暮里5-34-1 6458-3390 内、整、泌、性内

★ 関耳鼻咽喉科 東日暮里5-36-3 3803-8733 耳		
★ 医療法人社団薫光会　加藤小児科内科医院 東日暮里5-44-1 3803-3377 内、循、小、皮		
東京おひさまクリニック 東日暮里5-45-1 6806-7233 内、呼内、循内、泌、消内、腎内、皮		

★ 東京日暮里たんのハートクリニック 東日暮里5-50-18 3806-1810 内、心血内、心血外、循内		
★ 眼科アリモト 東日暮里5-51-7 3806-3720 眼		
川口クリニック 東日暮里5-52-2 5811-7555 美皮、形		

★ 医療法人社団福寿会　日暮里整形リウマチクリニック 東日暮里5-52-2 6806-8492 リウ、整		
★ ことり訪問診療所 東日暮里5-52-6 5604-9545 内、心内、精、腎内、呼内		
★ みかわしまタワークリニック 東日暮里6-1-1 3806-1133 内、呼内、外、循内、消内、糖内、

甲状腺内分泌内科、婦		
★ すばる子どもクリニック 東日暮里6-1-1 5604-9351 小		
★ 野中クリニック 東日暮里6-7-9 3803-6805 アレ、耳、気		
★ 稲富医院 東日暮里6-42-5 3807-0288 内、皮		
★ 久富整形外科クリニック 東日暮里6-43-3 3803-8888 整、リハ		
★ 春田内科医院 東日暮里6-50-14 3891-1062 内、小		
★ 医療法人社団蓮沼医院 東日暮里6-51-8 3891-1170 内、消、循、小、放		
康仁巡回クリニック 東日暮里6-55-12 3807-4363 内、放		

★ 医療法人社団日暮里医院 東日暮里6-60-4 3806-0345 内、消、循、小、外、皮		
スキンシアクリニック 東日暮里6-60-5 5615-2341 美皮、内、婦		

★ 医療法人社団讃友会　あべクリニック 東日暮里6-60-10 5810-7808 精、心内		
★ 医療法人社団三河島眼科医院　西日暮里眼科 西日暮里1-18-2 5850-2800 眼		
★ おいぬま内科 西日暮里1-52-1 3807-0328 内、呼内、消肝、循内、小		
★ 医療法人社団	細井胃腸科クリニック 西日暮里1-59-11 3805-4151 内、胃、外、放		
★ 医療法人社団慶新会　菊池皮膚科医院 西日暮里2-19-4 5810-8612 皮		
★ 日暮里眼科クリニック 西日暮里2-19-4 6806-7407 眼、小眼		
★ 医療法人社団秀洋会　白十字診療所 西日暮里2-19-10 3802-3911 内、心内、産婦、皮、泌、性内、精		
★ 医療法人社団水聖会　メディカルスキャニング日暮里 西日暮里2-20-1 5850-5640 内、放		
★ 日暮里レディースクリニック 西日暮里2-20-1 5615-1181 婦		
★ 日暮里健診プラザ 西日暮里2-20-1 5850-1700 内、消内		
★ 上杉医院 西日暮里2-22-1 5604-3387 耳		
★ 東京ネクスト内科・透析クリニック 西日暮里2-22-1 5615-1566 内、腎内、透内		
★ 医療法人社団M.S.ハーベスト　いしかわ日暮里クリニック 西日暮里2-26-9 5850-5071 内、放、内分泌、乳外		
日暮里内科・糖尿病内科クリニック 西日暮里2-26-12 5838-6970 糖内、内、アル
医療法人社団MPG　プラストクリニック 西日暮里2-27-3 5615-2570 美容外、形、美皮、泌		
にっぽりこころの診療所 西日暮里3-11-8 5832-9251 精、心内		

★ 小林医院 西日暮里4-16-10 3821-3846 内、胃、外、放		
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名称 所在地 電話番号 診療科目
★ 医療法人社団愛幸会　倉岡クリニック 西日暮里4-21-12 5685-5562 心内、精	
★ 小林皮膚科医院 西日暮里4-22-2 5814-7000 皮		
★ 小堀クリニック 西日暮里5-11-8 3805-8181 内、胃、外、リハ、放		
★ 西日暮里駅前こさか眼科 西日暮里5-14-1 5615-0321 眼		
西日暮里駅前すが皮膚科 西日暮里5-14-3 5838-6900 皮、小児皮膚科、美皮、アレ		
東京透析フロンティア西日暮里駅前クリニック 西日暮里5-23-5 6806-7561 腎内、透内		

★ 西日暮里クリニック 西日暮里5-24-7 3806-1201 内、泌、腎内、放		
★ ひろせ内科外科クリニック 西日暮里5-27-2 3803-6260 内、循、外		
西日暮里医院 西日暮里5-33-3 3802-5331 形、泌、性		

★ はやし診療所 西日暮里5-33-3 5850-3222 内、精、心内		
★ 医療法人社団小島医院 西日暮里6-57-2 3893-8569 内、消内、糖尿病代謝内科、老内		

歯科診療所� 令和3年7月1日現在
名　称 所　在　地 電話番号 診療科目

★ 久野歯科医院 東日暮里1-3-12 3891-0502 歯
★ 渡辺歯科クリニック 東日暮里1-19-3 3891-7477 歯、小
★ 医療法人社団静勝会　亀沢歯科医院 東日暮里1-25-1 3891-1382 歯
大門歯科医院 東日暮里3-9-25 3806-8580 歯、矯、小、歯外

★ 医療法人社団賢信会　ときわ歯科 東日暮里3-41-6 3806-9380 歯、矯、小、歯外
★ 秋山歯科医院 東日暮里4-14-1 3806-7165 歯
医療法人社団富士美会　東日暮里歯科医院 東日暮里5-7-6 3802-0071 歯、矯、小、歯外
医療法人社団仁宏会　じんデンタルクリニック 東日暮里5-17-12 5850-5478 歯、矯、小、歯外

★ 医療法人社団ハーティ・ライフ・クリエイト　ふかい歯科・矯正歯科 東日暮里5-42-10 3805-5805 歯、矯、小
★ 菊田歯科 東日暮里5-45-12 3891-0648 歯、矯、小
★ 水川歯科医院 東日暮里5-49-5 5615-3198 歯、矯、小、歯外
★ にっぽり歯科クリニック 東日暮里5-51-11 3805-1182 歯
★ 医療法人社団櫻雅会オリオン歯科 アトラスブランズタワー三河島クリニック 東日暮里6-1-1 5615-4700 歯、矯、小、歯外
本橋歯科医院 東日暮里6-58-5 5810-7939 歯、矯、小、歯外

★ 医療法人社団華清会　清水歯科クリニック日暮里 東日暮里6-60-6 6806-5213 歯、矯、小、歯外
西日暮里歯科 西日暮里1-3-6 3891-1804 歯、矯、小、歯外
若林歯科医院 西日暮里1-16-2 3807-0822 歯、小

★ 西日暮里はやし歯科 西日暮里1-37-2 3806-8148 歯、矯、小、歯外
★ 医療法人社団応佳会　市來歯科医院 西日暮里2-17-5 3805-3445 歯、矯、小
サークル歯科クリニック日暮里 西日暮里2-18-2 3806-6480 歯、矯、小、歯外
医療法人社団大伸会　にっぽり三国歯科 西日暮里2-18-7 5604-5750 歯、矯、小、歯外

★ 医療法人社団藤弘会　日暮里駅前デンタルクリニック 西日暮里2-19-4 5615-3700 歯、矯、小、歯外
医療法人社団慧生会　日暮里ステーションタワー歯科 西日暮里2-20-1 3803-7013 歯、矯、小、歯外
あまがい歯科 西日暮里2-22-1 5811-8115 歯、矯、小、歯外

★ 医療法人社団藤弘会　西日暮里駅前デンタルクリニック 西日暮里3-6-15 5834-8118 歯、矯、小、歯外
★ 医療法人社団光知会　丹野歯科医院 西日暮里3-23-9 3821-6435 歯
★ マツモト歯科クリニック 西日暮里4-18-2 5842-1120 歯、矯、小、歯外
★ 医療法人社団友和会　太陽歯科診療所 西日暮里5-14-12 3805-1711 歯、矯、小、歯外
ネクスト・デンタル 西日暮里5-14-12 5615-0671 歯

★ 医療法人社団祐一会　JR西日暮里・改札口歯科 西日暮里5-24-5 3803-3838 歯、矯、小、歯外
たかふじ歯科 西日暮里5-27-4 3803-0992 歯、小
デンタルクリニック山田 西日暮里5-33-2 5615-1155 歯、矯、小、歯外
医療法人社団英聖会　西日暮里歯科クリニック 西日暮里5-34-3 3806-4583 歯、矯、小、歯外
医療法人社団將幸会　冠新道歯科医院 西日暮里6-25-14 3819-8011 歯

★ 西原歯科クリニック 西日暮里6-34-5 3894-3750 歯、小

薬局�
ご利用の際はあらかじめ各薬局にご確認ください。� 令和3年7月1日現在

名称 所在地 電話番号
◆ 勝谷薬局明治通り店 南千住1-2-5 3806-2427
ウエルシア薬局三ノ輪橋駅前店 南千住1-13-22 5615-1253
ぱぱす薬局三ノ輪橋店 南千住1-17-10 5615-0588
フレンズ薬局南千住店 南千住1-58-2 3806-2008

◆ スミダ薬局 南千住3-4-5 3805-8989
南千住調剤薬局 南千住4-7-1 5615-5129
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◆ 薬局くすりの福太郎南千住店 南千住4-7-1 5604-1783
◆ 薬局くすりの福太郎BiVi店 南千住4-7-1 5850-5091
◆ なの花薬局南千住店 南千住5-9-6 5604-2211
瑞光薬局（休止） 南千住5-21-7 3806-9515

◆ シイビイシー調剤薬局 南千住5-40-18 3803-5445
◆ ミキ薬局南千住店 南千住6-53-3 5811-6860
◆ 調剤薬局日本メディカルシステム南千住駅前店 南千住7-1-1 5838-6880
◆ 薬局ナチュラル・メディクス 南千住7-1-1 3807-3855
日生薬局南千住店 南千住7-1-1 5604-5296

◆ しおいり薬局 南千住8-3-2 5850-7960
◆ アイン薬局汐入店 南千住8-4-4 5604-7093
アイセイ薬局南千住店 南千住8-4-5 5850-5599

◆ みかん薬局荒川店 荒川1-3-7 5615-2777
◆ クローバー薬局 荒川1-49-2 3805-0384
◆ ウカイ薬局 荒川2-4-2 3891-6055
◆ なかまち通り薬局 荒川3-24-4 5811-4113
◆ えくぼ薬局 荒川4-3-3 3801-2184
◆ あらかわ虹薬局 荒川4-54-1 3803-1005
◆ あさがお薬局 荒川5-2-6 5810-6940
◆ OGP薬局荒川店 荒川5-11-18 5604-9995
◆ 金龍薬局 荒川6-69-4 3895-4013
◆ スマイル薬局町屋店 荒川6-70-12 5855-3822
◆ 青春堂薬局 荒川7-20-1 3803-0646
◆ マークスタワー薬局 荒川7-46-1 3895-1750
◆ フラワー薬局町屋駅前店 町屋1-1-8 5939-7215
◆ よしむら薬局 町屋1-2-1 3895-6537
◆ 町屋はなぞの薬局 町屋1-7-3 3819-4593
薬局はなファーマシー町屋 町屋1-20-7 5901-9831

◆ 日生薬局町屋店 町屋2-2-21 5855-1301
◆ フレンズ薬局 町屋2-3-8 3800-2002
◆ フレンズ薬局町屋二丁目店 町屋2-6-13 5901-2012
◆ フジシロ薬局 町屋2-8-2 3895-3675
◆ すみれ薬局 町屋3-7-6 3810-0135
アイセイ薬局町屋店 町屋3-9-12 3895-6900
どらっぐぱぱす薬局町屋店 町屋3-19-13 5901-3581
つばさ薬局 町屋3-24-1 3893-0790

◆ さくら薬局町屋店 町屋4-10-12 3819-8020
◆ 田辺薬局荒川町屋店 町屋8-2-17 5855-7440
◆ キク薬局 町屋8-4-10 5855-0055
◆ サンセイ薬局 東尾久3-19-7 3819-2900
◆ 入江薬局トダカコーポ店 東尾久3-30-5 3895-0152
◆ 入江薬局本店 東尾久3-31-9 3895-0129
スギ薬局東尾久店 東尾久4-8-11 5901-9205

◆ スズキ薬局 東尾久4-19-14 3893-8973
スリーアイ薬局尾久店 東尾久5-27-12 5901-9177

◆ さぜハート薬局 東尾久6-5-5 3810-8010
◆ さぜ薬局 東尾久6-9-20 3892-6681
◆ くまのまえ薬局 東尾久8-14-1 3895-9630
◆ 岩崎薬局熊の前店 東尾久8-18-10 3895-7696
◆ 千利薬局西尾久店 西尾久1-12-7 5855-2641
◆ つばき薬局 西尾久1-31-12 5855-0938
◆ みどり薬局西尾久店 西尾久2-1-13 5855-6251
◆ たんぽぽ薬局 西尾久2-1-13 5855-3125
◆ 有限会社大野薬局 西尾久2-3-4 3894-6722
◆ きらら薬局 西尾久2-4-18 6240-8086
◆ さくら薬局西尾久店 西尾久2-8-8 3894-8877
◆ 西尾久薬局 西尾久2-9-1 5855-7881
◆ くみ調剤薬局 西尾久2-9-11 3893-0390
◆ 尾久ミキ薬局 西尾久2-9-12 3810-7791
◆ なつめ薬局 西尾久2-15-3 6807-8963
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◆ オームロ薬局 西尾久2-25-12 3894-4631
◆ ファーコス薬局西尾久めぐみ 西尾久2-34-11 5855-7231
しちゅう薬局 西尾久2-35-4 6458-2758

◆ せきぐち薬局 西尾久2-38-5 3810-7971
◆ 有限会社タカダ薬局 西尾久5-1-18 3800-0093
◆ 関口薬局 西尾久5-8-25 3800-3570
◆ 博方堂クメカワ薬局 西尾久6-4-15 3893-1461
◆ 博方堂薬局 西尾久6-15-8 3893-4815
◆ ことぶき薬局尾久店 西尾久6-30-3 3800-9563
フロンティア薬局荒川店 西尾久7-17-6 6807-8207
西尾久あおい薬局 西尾久8-25-4 5901-9818
どらっぐぱぱす薬局三ノ輪店 東日暮里1-5-10 5850-5145

◆ 三ノ輪薬局 東日暮里1-6-14 5810-5353
日暮里はなぞの薬局（休止） 東日暮里2-30-9 3805-2208
ドラッグセイムス東日暮里薬局 東日暮里2-47-6 5615-2953

◆ 薬局マツモトキヨシ三河島駅前店 東日暮里3-40-13 3801-5062
◆ 荒川鈴薬局 東日暮里3-43-6 5850-4155
◆ 川澄薬局 東日暮里3-44-13 3891-3706
◆ みどり調剤薬局 東日暮里4-20-7 3891-6720
◆ ハロー薬局 東日暮里4-35-8 5811-5933
ぱぱす薬局東日暮里店 東日暮里5-17-7 5615-3135

◆ あつみ薬局 東日暮里5-43-2 3801-1781
ひぐらし調剤薬局 東日暮里5-44-2 5850-5056

◆ アステル薬局日暮里店 東日暮里5-47-3 5615-0099
◆ 日暮里薬局 東日暮里5-50-18 3805-3571
◆ よつば薬局 東日暮里5-51-7 3806-6821
みつばち薬局 東日暮里6-1-1 5604-9315
はあと薬局日暮里店 東日暮里6-18-6 070-1492-4530
つくし薬局日暮里店 東日暮里6-21-1 3801-7415

◆ ましろ薬局 東日暮里6-42-3 5604-9931
宮地漢方堂薬局 西日暮里1-2-10 3807-2408

◆ さつき薬局 西日暮里1-4-3 3806-0809
◆ 十全堂調剤薬局 西日暮里2-20-1 3806-3295
◆ ミキ薬局日暮里店 西日暮里2-20-1 5850-3903
◆ 薬局いずみファーマシー 西日暮里4-21-12 5685-6610
◆ パセリ薬局 西日暮里4-22-2 3824-3730
◆ あすか薬局西日暮里店 西日暮里5-11-8 6806-5530
西日暮里薬局 西日暮里5-24-7 6806-8897
コスモ薬局西日暮里店 西日暮里5-27-2 5850-5227
ドラッグセイムス西日暮里6丁目薬局 西日暮里6-28-4 6807-9935
とまと薬局西日暮里店 西日暮里6-54-11 6807-7275

◆ 関薬局 西日暮里6-57-1 3800-6010

接骨院一覧� 令和3年7月1日現在
名称 所在地 電話番号

あさり接骨院 南千住1-17-2 6806-6122
南千住さくら接骨院（休止） 南千住1-18-2 6806-8136
さくら整骨院 南千住1-18-6 6458-3069

● くまくら接骨院 南千住1-22-1 3801-2102
● もみの木接骨院 南千住1-25-10 6806-7300
あおば整骨院 南千住1-33-2 6912-7777
にしかつ整骨院 南千住2-2-3 3805-3320
大村接骨院 南千住3-7-1 3805-2506
南千住あんず接骨院 南千住3-7-1 5615-2300
リファイン南千住整骨院 南千住4-7-1 3803-9861
中村接骨院 南千住5-40-17 5811-6337
マーサメディカルグループ南千住整骨院 南千住6-52-4 080-7216-3580
南千住駅前整骨院 南千住7-1-1 6806-7237
南千住コツ通り整骨院 南千住7-16-2 5604-5425
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いつき整骨院 南千住8-3-4 3803-9577
ブルーリバー整骨院 南千住8-12-5 3802-1136
すこやか接骨院 荒川1-21-10 6411-5225
アンジー接骨院 荒川1-44-15 6806-7789
陽だまり整骨院 荒川2-21-2 5615-2218
ユーカリ整骨院 荒川2-34-4 6670-8606
荒川整骨院 荒川3-16-5 3805-4846
東洋接骨院 荒川3-42-5 3806-9876
三河島整骨院 荒川3-61-4 6806-6855
仲町通り整骨院 荒川3-64-3 5811-5755
ほんごう接骨院 荒川3-78-2 090-5992-8255
みやち整骨院 荒川4-9-9 6410-6055
はなのき整骨院 荒川4-39-6 6806-5606
くろは接骨院 荒川5-31-20 6807-7787
大起接骨院 荒川6-21-1 3809-0126
まちや接骨院 荒川6-39-8 3819-0337

● 千住名倉佐々木接骨院 荒川6-47-11 3892-5667
わかくさ整骨院 荒川7-35-6 3805-3013
優整骨院 町屋1-3-1 3809-0808
ひかり整骨院 町屋1-31-15 6423-8421

● 篠原接骨院 町屋2-2-5 3895-5151
町屋中央整骨院 町屋3-2-1 6807-6839
天鍼堂接骨院 町屋3-4-3 3893-0239

● 並木接骨院 町屋3-4-22 3895-7691
町屋一本松整骨院 町屋3-8-12 3819-8400
誉整骨院 町屋3-9-10 6807-6761
レモン接骨院 町屋3-20-10 3894-6392
またらい整骨院 町屋6-3-13 3895-6500

● 町屋タムラマ接骨院 町屋8-3-7 5692-0605
アディ整骨院 町屋8-4-16 3809-5933

● みさわ整骨院 東尾久1-3-5 6807-9797
ユリー整骨院 東尾久1-19-13 3895-2516

● 尾久本町通りタムラマ接骨院 東尾久2-48-7 5692-0809
きゅあ整骨院 東尾久4-10-11 6807-9532
尾久銀座整骨院 東尾久4-15-8 6276-0886
東尾久整骨院 東尾久4-16-10 3894-9090
にこにこ整骨院 東尾久4-22-22 6882-0200
げんき堂整骨院田端 東尾久4-27-9 3894-3776
くまのまえ整骨院 東尾久5-7-10 6240-8998
みつはし接骨院 東尾久5-16-15 3810-9417
あさおか整骨院 東尾久5-21-10 5901-1422

● 足立接骨院 東尾久5-39-19 3800-3699
しらさき整骨院 東尾久6-30-7 3893-6026
北豊島医療専門学校附属接骨院 東尾久6-32-8 3895-3058
おはな整骨院 西尾久1-22-13 6807-6087
三矢整骨院 西尾久2-28-3 3809-3445
ジュジュ整骨治療院 西尾久2-29-7 3819-3350

● みずき通り接骨院 西尾久3-20-8 5692-5455
● 髙見澤接骨院 西尾久5-7-25 3809-3730
なごみ整骨院 西尾久6-18-8 6807-8201
もみじおく整骨院 西尾久7-5-14 6802-8348
すずらん接骨院 西尾久7-13-2 3894-6280
西尾久七丁目整骨院 西尾久7-19-6 6240-8444

● 尾久髙見澤接骨院 西尾久7-21-6 3895-9533
みづほ整骨院 東日暮里1-2-3 3805-0522
むろた整骨院 東日暮里1-4-8 6806-8848
見目整骨院 東日暮里1-6-11 3802-4044
みのわ接骨院 東日暮里1-8-6 3805-3785

● 岸接骨院 東日暮里1-18-4 3807-3150
● あらい整骨院 東日暮里2-14-4 6324-3547
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押川整骨院 東日暮里3-13-14 3891-3324
きぼう整骨院 東日暮里3-41-6 3803-0818

● 千住名倉若林接骨院 東日暮里4-14-4 3805-2580
ひぐらしの里接骨院 東日暮里4-16-11 3806-7355
GBSうぐいす谷整骨院 東日暮里4-35-8 3801-8755
ゆうじろう整骨院 東日暮里5-16-1 6423-0510
きずな日暮里接骨院 東日暮里5-17-10 6458-3947
東にっぽり接骨院 東日暮里5-24-2 3805-5228

● 金接骨院 東日暮里5-25-4 3806-6752
荒川名倉接骨院 東日暮里5-35-10 3803-8976
明仁堂整骨院 東日暮里5-51-13 070-8517-1762
とべ整骨院 東日暮里6-15-1 6806-7135
日本総合医療専門学校附属接骨院 東日暮里6-25-13 5850-3500

● 平井整骨院 東日暮里6-46-2 3801-8201
笛木接骨院 東日暮里6-49-4 3891-8003
ひらい日暮里整骨院 東日暮里6-57-2 5604-9540
やはき整骨院 東日暮里6-59-9 3891-0059
創健接骨院 西日暮里1-37-12 3806-6556
西日暮里しろくま整骨院 西日暮里1-43-8 5838-6930

● 千葉接骨院 西日暮里1-56-7 3807-7719
雅整骨院 西日暮里2-9-2 3806-8020
有隣館日暮里整骨院 西日暮里2-26-10 6458-3313
GBS日暮里整骨院 西日暮里2-30-1 3803-3343
接骨院たくみ 西日暮里2-39-6 3805-3236
高接骨院 西日暮里2-49-5 3801-4567
ひらい整骨院 西日暮里3-6-9 5834-8399
平安整骨院 西日暮里3-6-13 3828-5488

● 浅川接骨院 西日暮里3-17-11 3822-4970
接骨院ワイズ 西日暮里4-21-5 3824-5626
ひらい西日暮里整骨院 西日暮里4-22-3 5809-0063
真治堂接骨院 西日暮里5-15-10 3802-6045
西日暮里整骨院 西日暮里5-25-2 3806-4131
荒川はな整骨院 西日暮里5-27-4 5604-5209

● 整容館整骨院 西日暮里5-33-3 3805-0323
三河島接骨院 西日暮里6-7-18 3800-1865
冠新道整骨院 西日暮里6-25-14 3819-5772
尾久橋通り接骨院 西日暮里6-48-6 6807-7266

動物病院・診療所一覧� 令和3年7月1日現在
名称 所在地 電話番号

■ モリタ動物病院 南千住7-1-1-102 3801-0133
■ あらかわいちまち動物病院 荒川1-3-8 6806-5370
■ イネコ動物病院 荒川1-38-4 5604-9722
■ 水野動物病院 荒川3-35-4 3891-5881
■ ジャンボどうぶつ病院 町屋1-19-2 3809-1120
■ キムラ動物病院 町屋4-1-23 3892-1066
■ 町屋動物病院 町屋8-5-15 6458-2285
■ のがみ動物病院 東尾久4-11-7 3895-0027
アラカワ動物病院 東尾久5-9-9 3810-6966

■ オダイ動物病院 西尾久2-33-11 3810-3870
■ ひろ動物病院 東日暮里1-33-6 3891-3366
■ アミン動物病院 東日暮里2-42-11 6410-4084
日暮里動物病院 東日暮里6-11-1 5615-2466

■ 西日暮里ペットクリニック 西日暮里1-30-9 6458-3790
■ 動物・野澤クリニック 西日暮里6-56-3 3894-7739


