日本耳鼻咽喉科学会補聴器相談医名簿
東京都地方部会409名
（平成29年5月30日現在）
氏名

郵便番号

愛野 威一郎

所在地

施設名

電話番号

194-0033 町田市木曽町499-15

医療法人社団 あいの耳鼻咽喉科医院

042-725-1108

相原 康孝

101-0044 千代田区鍛治町1-8-1 千代田K-1ビル2F

耳鼻咽喉科クリニカ神田

03-3256-4965

青木 和博

180-0022 武蔵野市境2-14-1 スイングビル402

耳鼻咽喉科 青木ｸﾘﾆｯｸ

042-250-3321

青木 秀治

113-8602 文京区千駄木1-1-5

日本医科大学附属病院

03-3822-2131

青柳 民代

160-0018 新宿区須賀町1-6 サンコート四谷

青柳耳鼻咽喉科

03-3355-3387

赤井

167-0043 杉並区上荻1-9-1 ユアビルⅡ5F

藤多クリニック

03-3392-8811

赤上 嘉英

133-0056 江戸川区南小岩7-18-13

赤上医院

03-3657-1435

赤羽 玲子

120-0003 足立区東和5-12-13 小田萬ビル2階

きたあやせ山口耳鼻科

03-3620-8733

秋山 育代

157-8550 世田谷区上祖師谷5-19-1

至誠会第二病院

03-3300-0366

浅野 公子

163-1301 新宿区西新宿6-5-1 アイランドタワー東館1F

アイランド耳鼻咽喉科

03-5323-0252

浅間 洋二

306-0226 茨城県古河市女沼656-1

あさま耳鼻咽喉科医院

0280-92-9080

梓澤 陽子

135-0021

しらかわ耳鼻咽喉科クリニック

03-5245-3387

阿部 聡子

143-0026 大田区西馬込2-2-5 フラワーハイム11F

あべ耳鼻咽喉科

03-3778-3033

168-0065 杉並区浜田山3-24-8

荒井耳鼻咽喉科

03-3304-5974

新井 千昭

277-8567 柏市柏下163-1

慈恵医大柏病院

04-7164-1111

新井 美帆

171-0051 豊島区長崎5-33-10

鵜木耳鼻咽喉科医院

03-3957-4720

新井 寧子

115-0055 北区赤羽西6-37-12

赤羽リハビリテーション病院

03-5993-5777

有田 実織

101-0063 千代田区神田淡路町2-25

神尾記念病院

03-3253-3351

飯田 英信

302-0004 取手市取手2-10-25 取手長谷ビル2F

医療法人社団 順臣会 取手池松耳鼻咽喉科

0297-72-8741

133-0056 江戸川区南小岩7-18-13

赤上医院

03-3657-1435

177-8521 練馬区高野台3-1-10

順天堂大学練馬病院

03-5923-3111

生井 明浩

221-0802 横浜市神奈川区六角橋1-6-14-3階

はくらく耳鼻咽喉科・アレルギー科クリニック

045-633-1984

池上 奈歩

152-0035 目黒区自由が丘2-11-16 日能研自由が丘ﾋﾞﾙ2F 自由が丘ﾒﾃﾞｨｶﾙﾌﾟﾗｻﾞ

池田

164-0003

晶

荒井 聡

飯田 由美子
飯塚 崇

麻子

江東区白河3-4-3ｲｰｽﾄｺﾓﾝｽﾞ清澄白河ﾌﾛﾝﾄﾀﾜｰ
2F

中野区東中野2-27-7
ダ2階

メディカルコートタカ

03-6421-1080

池田耳鼻咽喉科

03-3366-5622

142-8666 品川区旗の台1-5-8

昭和大学病院

03-3784-8000

173-8610 板橋区大谷口上町30-1

日本大学板橋病院

03-3972-8111

石井 賢治

101-0063 千代田区神田淡路町2-25

神尾記念病院

03-3253-3351

石井 祥子

153-8515 目黒区大橋2-17-6

東邦大学医療センター大橋病院

03-3468-1251

石川 正治

174-0075 板橋区桜川2-1-11

いしかわ耳鼻咽喉科クリニック

03-5921-3307

石黒 彩

144-0036 大田区南蒲田2-19-2

JCHO東京蒲田医療センター

03-3738-8221

石橋 康

114-0002 北区西ヶ原1-23-11 王子SRﾋﾞﾙ1階

王子耳鼻咽喉科医院

03-3914-2901

石原 明子

164-8607 中野区中央4-59-16

中野総合病院

03-3382-1231

石本 晋一

151-8528 渋谷区代々木2-1-3

JR東京総合病院

03-3320-2210

井田 裕太郎

143-8541 大田区大森西6-11-1

東邦大学医療センター大森病院

03-3762-4151

市川 朝也

273-0032 船橋市葛飾町2-335-1 アルマース弐番館2階

イルカ耳鼻咽喉科（西船橋）

047-437-8700

一針 幸子

113-8421 文京区本郷2-1-1

順天堂大学

03-5802-1229

井出 里香

170-8476 豊島区南大塚2-8-1

東京都立大塚病院

03-3941-3211

伊藤 健

173-8605 板橋区加賀2-11-1

帝京大学病院

03-3964-1211

池田 賢一郎
池田 稔
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氏名

郵便番号

所在地

施設名

電話番号

稲垣 康治

194-0013 町田市原町田6-22-15

稲垣耳鼻咽喉科医院

042-722-3115

稲垣 太郎

160-0023 新宿区西新宿6-7-1

東京医科大学病院

03-3342-6111

稲垣 洋三

191-0062 日野市多摩平4-3-1

日野市立病院

042-581-2677

稲見 親哉

102-0083

猪 忠彦

千代田区麹町1-5-4 ライオンズステーションプラザ
麹町明光耳鼻咽喉科
半蔵門101号

03-3288-7333

152-0031 目黒区中根2-12-1 Ｋ＆Ｋビル2F

いの耳鼻咽喉科

03-5701-3387

142-0053 品川区中延2-5-19

湯田医院

03-3781-7710

井上 泰宏

168-0074 杉並区上高井戸1-8-4 TOYA BLDG4階B

耳鼻咽喉科いのうえクリニック

03-3329-8733

井上 雄太

113-8655 文京区本郷7-3-1

東京大学附属病院

03-3815-5411

井上 里可

166-0003 杉並区高円寺南2-49-18 ベルメゾン高円寺1階

井上耳鼻咽喉科

03-5305-3387

井下 綾子

113-8431 文京区本郷3-1-3

順天堂大学

03-3813-3111

今井 容子

145-0063 大田区南千束3-18-12

いまい耳鼻咽喉科

03-3726-3387

今内 豊

162-0056 新宿区若松町31-42F

若松河田耳鼻咽喉科クリニック

03-5292-3787

今島 直俊

156-0043 世田谷区松原2-41-14

いまじま耳鼻咽喉科

03-5329-5630

岩井 久幸

174-0075 板橋区桜川3-23 コモディイイダ2F

いわい耳鼻咽喉科クリニック

03-5399-1133

岩崎 朱見

113-8677 文京区本駒込3-18-22

都立駒込病院

03-3823-2101

108-8329 港区三田1-4-3

国際医療福祉大学三田病院

03-3451-8121

岩﨑 聖子

176-0002 練馬区桜台1-8-8

南町医院

03-3993-5251

岩田 弘子

140-8522 品川区東大井6-3-22

東芝病院

03-3764-0511

宇井 直也

192-0904 八王子市子安町4-9-6 MTﾋﾞﾙ101

うい耳鼻咽喉科

042-649-3341

上田 範子

157-8550 世田谷区上祖師谷5-19-1

至誠会第二病院

03-3300-0366

歌橋 弘哉

194-0013 町田市原町田4-2-2 メディカルスペース町田2F

うたはし耳鼻咽喉科

042-705-7654

146-0082 大田区池上7-1-12 第２湯川ビル１階

医療法人社団さくら葵会さくらクリニック

03-6410-3731

内水 浩貴

170-0005 豊島区南大塚2-42-6 信友大塚ビル5階

南大塚耳鼻咽喉科クリニック

03-6912-0187

江上 直也

113-8655 文京区本郷7-3-1

東京大学医学部付属病院

03-3815-5411

榎本 冬樹

144-0033 大田区東糀谷2-13-9 コーポダイシュウ1F

えの本耳鼻咽喉科医院

03-6666-1270

遠藤 誠

120-0034 足立区千住3-54-2

えんどう耳鼻咽喉科クリニック

03-3888-3341

遠藤 稔

183-0011 府中市白糸台4-16-1

医療法人社団遠信会白糸台耳鼻咽喉科

042-368-4522

160-8582 新宿区信濃町35

慶應大学病院

03-5363-3827

103-0027 中央区日本橋1-7-11 日本橋東ビル2F

耳鼻咽喉科日本橋大河原クリニック

03-3243-3387

大木 光義

179-0074 練馬区春日町6-10-45 プラスパス春日2F

医療法人社団光風会 大木耳鼻咽喉科医院

03-3970-8733

大島 清史

192-0046 八王子市明神町4-5-9

大島耳鼻咽喉科気管食道科クリニック

042-642-8012

太田 陽子

160-0023 新宿区西新宿 6-7-1

東京医科大学病院

03-3342-6111

大竹 守

174-0052 板橋区蓮沼町20-11

大竹耳鼻咽喉科

03-3969-4733

大多和 優里

105-8470 港区虎ノ門2-2-2

虎の門病院

03-3588-1111

大津 有二郎

183-0056 府中市寿町1-1-3 三ツ木寿町ビル6F

府中駅前耳鼻科

042-367-4025

大塚 健司

204-0022 清瀬市松山1-40-21

大塚耳鼻咽喉科医院

042-492-0287

大貫 純一

169-0074 新宿区北新宿2-21-1-3階 新宿フロントタワー

おおぬき耳鼻咽喉科

03-3227-1133

大野 十央

180-8610 武蔵野市境南町1-26-1

武蔵野赤十字病院

0422-32-3111

大野 慶子

173-0015 板橋区栄町35-2

東京都健康長寿医療センター

03-3964-1141

大野 芳裕

197-0024 福生市牛浜158 メディカル・ビーンズ2F

大野耳鼻咽喉科

042-530-8714

大場 俊彦

104-0045 中央区築地1-13-11

慶友銀座クリニック

03-3542-3387

井上 美知子

岩崎 聡

内田 淳

大石 直樹
大河原 大次
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氏名

郵便番号

所在地

施設名
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岡坂 健司

120-0004 足立区東綾瀬1-18-17 グランコスモＵ1階

みみ・はな・のどメディカルクリニック

03-5673-3387

緒方 哲郎

143-0023 大田区山王2-1-7 神輿大森ビル2F

医療法人社団 如星会 山王耳鼻咽喉科

03-5743-3300

岡田 行弘

162-0805 新宿区矢来町61-1

矢来町耳鼻いんこう科医院

03-5225-0287

岡部 英子

142-0062 品川区小山2-8-16

岡部耳鼻咽喉科医院

03-3782-2060

岡村 洋沖

134-0091 江戸川区船堀1-4-13 シャンサール船堀2F

船堀ゆり医院

03-5605-3301

岡本 充史

167-0033 杉並区清水1-15-15 ベルクハイム1F北

おかもと耳鼻咽喉科

03-6913-7202

岡本 康秀

108-0073 港区三田1-4-17

東京都済生会中央病院

03-3451-8211

小川 郁

160-0016 新宿区信濃町35

慶應義塾大学医学部

03-3353-1211

荻原 一郎

125-0052 葛飾区柴又1-4-10

(医）三葉会おぎわら耳鼻咽喉科クリニック

03-3627-3341

奥井 文子

107-0052 港区赤坂8-10-16

山王病院

03-3402-3151

奥川 真理子

181-0004 三鷹市新川4-8-14

小野耳鼻咽喉科

0422-76-5007

こがねい耳鼻咽喉科クリニック

042-387-8176

小金井市本町1-18-3ユニーブル武蔵小金井ス
イート3階301号

奥田 和子

184-0004

奥平 唯雄

165-0027 中野区野方5-18-2

耳鼻咽喉科奥平医院

03-3330-1374

158-0082 世田谷区等々力3-5-2-2F

おくの耳鼻咽喉科

03-5758-3311

奥野 妙子

101-0024 千代田区神田和泉町1

三井記念病院

03-3862-9111

奥野 秀次

165-0032 中野区鷺宮3-20-10 フロンティア鷺宮1F

鷺ノ宮耳鼻咽喉科

03-5327-4187

154-0017 世田谷区世田谷1-15-11-2F

おな耳鼻咽喉科

03-5477-3301

小幡 葉子

144-0051 大田区西蒲田4-30-19

おばた整形外科耳鼻咽喉科クリニック

03-5700-0788

加我 君孝

108-8329 港区三田1-4-3

国際医療福祉大学三田病院

03-3451-8121

笠木 寛美

110-8645 台東区東上野2-23-16

永寿総合病院

03-3833-8381

樫尾 明憲

113-8655 文京区本郷7-3-1

東京大学医学部附属病院

03-3815-5411

粕谷 健人

160-0016 新宿区信濃町35

慶応義塾大学病院

03-3353-1211

177-0045 練馬区石神井台7-3-15

武蔵関かとう耳鼻咽喉科

03-6279-7434

角谷 有紀

158-0095 世田谷区瀬田4-8-1

日産厚生会玉川病院

03-3700-1151

香取 公明

190-0023 立川市柴崎町2-1-6 エルタワータチ6階

かとり耳鼻咽喉科

042-526-3387

加納 有二

116-0001 荒川区町屋2-2-21 第３小田ビル2階

かのう耳鼻咽喉科

03-3894-3387

上浦 友宏

134-0091 江戸川区船堀1-4-13シャンサール船堀 2F

船堀ゆり医院

03-5605-3301

神尾 友信

101-0063 千代田区神田淡路町2-25

医療法人財団神尾記念病院

03-3253-3351

113-8655 文京区本郷7-3-1

東京大学医学部付属病院

03-3815-5411

192-0364 八王子市南大沢2-2 パオレ5F

医療法人社団 かわい耳鼻咽喉科

042-674-1133

河口 幸江

160-0023 新宿区西新宿6-7-1

東京医科大学病院

03-3342-6111

川崎 和子

108-0071 港区白金台3-15-21 谷島ビル2F

白金台耳鼻咽喉科・アレルギー科

03-6408-5088

川島 慶之

113-8519 文京区湯島1-5-45

東京医科歯科大学

03-5803-5308

河野 淳

160-0023 新宿区西新宿6-7-1

東京医科大学

03-3342-6111

川原 夏子

168-0064 杉並区永福4-13-10 ポルヴェニール1F

川原耳鼻咽喉科

03-5300-8667

川邉 文代

143-8541 大田区大森西6-11-1

東邦大学医療センター大森病院

03-3762-4151

奥野 敬一郎

小名 愛

加藤 央

狩野 章太郎
河合 真

①184-0003 ①小金井市緑町1-6-53

①もろほしクリニック

①042-385-3341

②180-0006 ②武蔵野市中町1-12-10

②三鷹もろほし耳鼻咽喉科

②0422-37-3341

河村 直子
菅家 稔

177-0044 練馬区上石神井3-4-11

医療法人社団菅家耳鼻咽喉科

03-3594-8733

神崎 晶

160-8582 新宿区信濃町35

慶応義塾大学病院

03-3353-1211

神崎 仁

108-0073 港区三田1-4-17

東京都済生会中央病院

03-3451-8211
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神田 有紀

176-0001 練馬区練馬1-26-1 中道ﾋﾞﾙ２Ｆ

武蔵野総合クリニック練馬

03-3993-7015

貫野 彩子

206-0801 稲城市大丸1171

稲城市立病院

042-377-0931

木内 庸雄

195-0053 町田市能ヶ谷町5002-1 鶴川インペリアルビル5階 耳鼻咽喉科・アレルギー科のぶクリニック

042-737-1187

菊池 孝

198-0021 青梅市今寺5-12-3

きくち耳鼻咽喉科クリニック

0428-32-4187

岸川 正大

113-8510 文京区湯島1-5-45

東京医科歯科大学

03-5803-5308

木島 太郎

151-0063 渋谷区富ヶ谷2-21-10 キジマビル1F

涼水会 木島小児科内科耳鼻咽喉科医院

03-3467-6740

木田 渉

176-0021 練馬区貫井1-7-28 高山ビル2F

中村橋耳鼻咽喉科クリニック

03-3926-7298

北嶋 整

114-0016 北区上中里3-7-2

耳鼻咽喉科北嶋医院

03-3911-4120

喜多村 健

113-8519 文京区湯島1-5-45

東京医科歯科大学

03-5803-5682

北村 剛一

160-0023 新宿区西新宿6-7-1

東京医科大学病院

03-3342-6111

吉川 弥生

113-8655 文京区本郷7-3-1

東京大学医学部附属病院

03-3815-5411

177-8521 練馬区高野台3-1-10

順天堂大学医学部附属練馬病院

03-5923-3111

151-0053 渋谷区代々木2-11-12 南新宿セントラルビル6F

南新宿クリニック耳鼻科・小児科

03-3373-4109

木村 繁

123-0872 足立区江北6-22-1

木村耳鼻咽喉科小児科医院

03-3896-3387

木村 仁

178-0063 練馬区東大泉6-1-1

医療法人社団 仁裕会 木村耳鼻咽喉科医院

03-3867-1717

木村 美和子

113-0033 文京区本郷4-2-8-2F

本郷耳鼻咽喉科クリニック

03-5689-4133

木村 百合香

142-8666 品川区旗の台1-5-8

昭和大学医学部

03-3784-8563

許 芳行

135-8577 江東区豊洲5-1-38

昭和大学江東豊洲病院

03-6204-6000

久木田 尚仁

161-0031 新宿区西落合1-9-8

久木田医院

03-3952-5550

162-8666 新宿区河田町8-1

東京女子医科大学病院

03-3353-8111

楠山 敏行

108-0075 港区港南2-6-7

東京ボイスクリニック品川耳鼻いんこう科

03-6712-9772

工藤 逸大

101-8309 千代田区神田駿河台1-8-13

駿河台日本大学病院

03-3293-1711

窪田 市世

102-0094

熊川 孝三

105-8470 港区虎ノ門2-2-2

虎の門病院

03-3588-1111

熊坂 明子

182-0034 調布市下石原1-36-3

小田耳鼻咽喉科医院

042-484-1433

164-0002 中野区上高田2-1-3 HNB 1階

熊埜御堂耳鼻咽喉科

03-5345-6201

181-0002 三鷹市牟礼7-6-9

（医）くりはら耳鼻咽喉科

0422-79-7738

栗山 純一

114-0023 北区滝野川1-37-12

栗山耳鼻咽喉科医院

03-3910-4367

桑原 大輔

145-0064 大田区上池台5-32-4

くわはら耳鼻咽喉科クリニック

03-5754-8733

小泉 さおり

154-0023 世田谷区若林4-19-1

こいずみ耳鼻咽喉科医院

03-3419-5239

小泉 紋禎

116-0012 荒川区東尾久6-12-3

医療法人社団 緑紋会 小泉医院

03-3895-8335

小泉 紋一郎

116-0012 荒川区東尾久6-12-3

医療法人社団緑紋会小泉医院

03-3895-8335

小泉 康雄

168-0065 杉並区浜田山3-34-15

はまだやま耳鼻咽喉科・めまいクリニック

03-6379-6317

小板橋 佐知子

114-0023 北区滝野川2-32-12

滝野川病院

03-3910-6336

小板橋 美香

116-8567 荒川区西尾久2-1-10

東京女子医科大学東医療センター

03-3810-1111

古宇田 寛子

106-8488 新宿区歌舞伎町2-44-1

東京都保健医療公社大久保病院

03-5273-7711

小島 幸枝

153-0052 目黒区祐天寺2-3-9

小島耳鼻咽喉科クリニック

03-3712-5555

小島 千絵

153-0052 目黒区祐天寺2-3-9

医療法人社団 小島耳鼻咽喉科クリニック

03-3712-5555

小関 芳宏

150-0001 渋谷区神宮前6-1-5

神宮前耳鼻科クリニック

03-3400-3022

児玉 章

197-8511 福生市加美平1-6-1

公立福生病院

042-551-1111

小寺 一興

173-8605 板橋区加賀2-11-1

帝京大学医学部附属病院

03-3964-1211

金 隆澤
木村 暁弘

草間 薫

熊埜御堂 浩
栗原 透

千代田区紀尾井町4-1 ホテルニューオータニ新館
東都クリニック
2F
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03-3239-0301

氏名

郵便番号

所在地

施設名

電話番号

小林 毅

142-0041 品川区戸越4-1-17

とごし耳鼻咽喉科

03-5751-7611

小林 健彦

201-0012 狛江市中和泉5-1-1

こまえ耳鼻科クリニック

03-5497-1133

小林 一女

142-8666 品川区旗の台1-5-8

昭和大学病院

03-3784-8563

小林 宏成

154-0023 世田谷区若林5-14-4

小林耳鼻咽喉科医院

03-3413-2062

小林 真由美

144-0045 大田区南六郷2-25-13

医療法人社団清慎会 かつた耳鼻咽喉科医
院

03-3788-2334

289-2511 千葉県旭市イ-1326番地

旭中央病院

0479-63-8111

120-0034 足立区千住1-13-10

小宮耳鼻咽喉科医院

03-3881-0981

小森 敦史

120-0005 足立区綾瀬2-33-2-302

こもり耳鼻・咽喉科・小児耳鼻・咽・喉科

03-3838-8711

小森 学

201-8601 狛江市和泉本町4-11-1

東京慈恵会医科大学附属第三病院

03-3480-1151

105-6114 港区浜松町2-4-1 世界貿易センタービル14F

敬雅会 かたつむりクリニック

03-3435-5709

121-0813 足立区竹の塚5-19-4

こやま耳鼻咽喉科

03-3859-3341

小山 澄子

156-0055 世田谷区若林船橋5-9-6

（医）広徳会 小山クリニック

03-3290-1133

近藤 律男

162-8666 新宿区河田町8-1

東京女子医科大学病院

03-3353-8111

三枝 歌子

184-0004 小金井市本町5-19-32

医）サント会 三枝耳鼻咽喉科・小児科医院

042-381-8221

斎藤 孝夫

130-8587 墨田区横網2-1-11

社会福祉法人 同愛記念病院

03-3625-6381

斉藤 達矢

272-0111 市川市妙典4-2-12

妙典さいとう耳鼻咽喉科

047-390-3387

143-0013 大田区大森南4-13-21

東京労災病院

03-3742-7301

113-8421 文京区本郷2-1-1

順天堂大学

03-3813-3111

佐久間 文子

105-0003 港区西新橋1-2-9 日比谷セントラルビル2F

公益財団法人日産厚生會診療所

03-3504-1641

櫻井 恵梨子

160-0023 新宿区西新宿6-7-1

東京医科大学病院

03-3342-6111

櫻井 結華

105-8471 港区西新橋3-19-18

東京慈恵会医科大学附属病院

03-3433-1111

佐多 由紀

272-0035 市川市新田3-23-16

原田歯科耳鼻咽喉科医院

047-370-1275

佐竹 研一

181-0013 三鷹市下連雀3-14-28

佐竹耳鼻咽喉科気管食道内科医院

0422-43-3273

佐藤 賢太郎

133-0051 江戸川区北小岩2-7-5

さとう医院

03-6806-9505

佐藤 美知子

254-0014 平塚市四ノ宮2-21-22

四ノ宮湘南耳鼻咽喉科

0463-23-8751

佐藤 美奈子

160-0016 新宿区信濃町9-2

東京電力病院

03-3341-7121

佐藤 むつみ

202-0001 西東京市ひばりが丘2-11-20

中山耳鼻咽喉科

042-421-4187

佐藤 靖夫

190-8531 立川市錦町4-2-22

共済立川病院

042-523-3131

佐野 真幸

173-8606 板橋区加賀2-11-1

帝京大学医学部附属病院

03-3964-1211

椎葉 恭子

154-0003 世田谷区野沢3-39-12野沢ビル1F

野沢耳鼻咽喉科

03-6805-5672

塩野 久子

230-0001 横浜市鶴見区矢向1-6-20

汐田総合病院

045-574-1011

135-0033 江東区深川1-5-8 深川ユニハイツ2階

深川耳鼻咽喉科

03-5621-3300

167-0053 杉並区西荻南3-19-7

しの耳鼻咽喉科クリニック

03-3335-8733

萎澤 えり子

157-0071 世田谷区千歳台5-18-10-1F

なでしこ耳鼻咽喉科

03-5490-7545

島田 千恵子

173-0092 板橋区赤塚2-1-2

赤塚耳鼻咽喉科

03-3939-0168

清水 啓成

166-8588 杉並区阿佐ヶ谷北1-7-3

河北総合病院

03-3339-2121

清水 弘則

292-0038 木更津市ほたる野3-24-17

ほたる野クリニック

0438-30-9560

白幡 裕子

124-0024 葛飾区新小岩1-40-8

新小岩耳鼻咽喉科クリニック

03-3651-8733

白幡 雄一

124-0024 葛飾区新小岩1-40-8

新小岩耳鼻咽喉科クリニック

03-3651-8733

151-0073 渋谷区笹塚2-10-4 Y笹塚ビル2F

陣内耳鼻咽喉科クリニック

03-3370-6635

146-0082 大田区池上6-14-15コートドール池上１階

すえつぐ耳鼻いんこう科

03-3752-3387

小林 麻里
小宮 尚

小山 悦子
小山 悟

酒井 亜希子
酒井 陽子

獅山 富美子
篠 昭男

陣内 賢
末次 敏成
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氏名
杉内 智子

郵便番号

所在地

施設名

電話番号

152-0035 目黒区自由が丘2-7-4

自由が丘 杉内医院

03-5726-8241

杉浦 茂

168-0063 杉並区和泉3-53-18

医療法人社団・杉医会杉浦耳鼻咽喉科医院

03-3325-0230

杉浦 むつみ

112-0012 文京区大塚4-45-16

小石川東京病院

03-3946-5151

杉本 春美

106-0045 港区麻布十番3-11-12

小田原医院

03-3451-4595

杉山 順子

103-0011 中央区日本橋大伝馬町9-7

大伝馬耳鼻咽喉科

03-3639-8653

180-0006 武蔵野市中町1-17-7 三興ビル1階

杉山耳鼻科クリニック

0422-60-2122

鈴木 香代

114-0024 北区西ヶ原2-3-6

花と森の東京病院

03-3910-1151

鈴木 さやか

113-8655 文京区本郷7-3-1

東京大学病院

03-3851-5411

鈴木 春男

133-0061 江戸川区篠崎町4-3-5

耳鼻咽喉科鈴木医院

03-3676-1150

鈴木 啓誉

150-0013 渋谷区恵比寿2-34-10

都立広尾病院

03-3444-1181

鈴木 政彦

125-0033 葛飾区東水元3-6-3 新水元医療ビル1F

鈴木耳鼻咽喉科医院

03-5660-0633

須納瀬 弘

116-8567 荒川区西尾久2-1-10

東京女子医科大学東医療センター

03-3810-1111

113-8519 文京区湯島1-5-45

東京医科歯科大学

03-5803-5682

104-0045 中央区築地1-13-11-2F

慶友銀座クリニック

03-3542-3387

関 守広

145-0064 大田区上池台1-50-1

関耳鼻咽喉科医院

03-3729-5248

瀬戸 由記子

143-8541 大田区大森西6-11-1

東邦大学医療センター大森病院

03-3762-4151

園田 哲史

154-0024 世田谷区三軒茶屋1-35-20

園田耳鼻咽喉科医院

03-5433-3318

泰地 秀信

100-8055 千代田区大手町1-7-1 読売新聞ﾋﾞﾙ６Ｆ

読売クリニック

03-3216-8682

田内 光

135-0043 江東区塩浜2-22-10

臨床福祉専門学校臨床敬心クリニック

03-6272-5662

高野 真吾

162-8655 新宿区戸山1-21-1

国立国際医療研究センター

03-3202-7181

高野 信也

174-0051 板橋区小豆沢2-12-7

板橋中央総合病院

03-3967-1181

高橋 正時

173-0015 板橋区栄町35-2

東京都健康長寿医療センター

03-3964-1141

高橋 裕子

165-0023 中野区江原町3-35-8-1F

江原町小児科耳鼻科

03-5988-7705

高原 恵理子

182-0024 調布市布田4-17-10 ｾﾝﾄﾗﾙﾚｼﾞﾃﾞﾝｽ調布3階

調布駅前クリニック耳鼻咽喉科

042-441-5161

高松 眞奈美

336-0027 さいたま市南区沼影1-10-1 ラムザタワー2F

たかまつ耳鼻咽喉科

048-845-1133

高山 幹子

102-6012 千代田区霞が関3-2-5 霞が関ビル12F

霞が関ビル診療所

03-3581-6031

武井 泰彦

206-0801 稲城市大丸1171

稲城市立病院

042-377-0931

竹腰 昌明

182-0007 調布市菊野台3-7-1

竹腰耳鼻咽喉科医院

042-486-1866

武士 幸子

171-0031 豊島区目白3-4-13 2F

目白駅前たけしクリニック

03-3987-6155

武田 永勇

340-0034 草加市氷川町2122-2

医療法人社団光明会 たけだ耳鼻咽喉科

048-926-1677

竹田 数章

182-0002 調布市仙川1-12-46根岸ビル2F

仙川耳鼻咽喉科

03-5313-3281

武田 英彦

105-8470 港区虎ノ門2-2-2

虎の門病院

03-3588-1111

竹内 成夫

101-8643 千代田区神田和泉町1番地

社会福祉法人三井記念病院

03-3862-9111

153-8515 目黒区大橋2-17-6

東邦大学医療センター大橋病院

03-3468-1251

314-0030 茨城県鹿嶋市厨5-1-2

小山記念病院

0299-85-1111

田﨑 京子

146-8531 大田区池上6-1-19

池上総合病院

03-3752-31511

立川 麻也子

162-8666 新宿区河田町8-1

東京女子医科大学病院

03-3353-8111

111-0042 台東区寿1-17-10-102

ことぶき耳鼻咽喉科

03-3843-3107

101-0063 千代田区神田淡路町2-25

神尾記念病院

03-3253-3351

171-0031 豊島区目白5-4-7

たなか耳鼻咽喉科

03-3951-0201

187-0002 小平市花小金井1-2-20 金城ビル2Ｆ

医）慶真会 田中耳鼻咽喉科医院

042-464-1133

杉山 裕

角 卓郎
住谷 瑞穂

竹ノ谷 亜希子
竹久 誠

立岡 英宏
田中 健
田中 伸明
田中 寛
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氏名
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施設名
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田中 豊

114-0022 北区王子本町1-2-12

せいおん耳鼻咽喉科

03-3907-3311

谷野 徹

186-0004 国立市中1-8-36

たにの耳鼻咽喉科

042-571-8741

田村 悦代

151-0053 渋谷区代々木1-2-5

東海大学医学部付属東京病院

03-3370-2321

田山 二朗

162-8655 新宿区戸山1-21-1

国立国際医療研究センター

03-3202-7181

月舘 利治

162-8543 新宿区津久戸町5-1

JCHO東京新宿ﾒﾃﾞｨｶﾙｾﾝﾀｰ

03-3269-8111

土橋 信明

105-0001 港区虎ノ門4-1-7-2F

神谷町耳鼻咽喉科

03-5404-7788

堤 剛

113-0034 文京区湯島1-5-45

東京医科歯科大学

03-5803-5308

堤内 亮博

162-8655 新宿区戸山1-21-1

国立国際医療研究センター

03-3202-7181

堤内 邦彦

203-0052 東久留米市向台町4-2-1 ストリーム90 1F

堤内耳鼻咽喉科

042-476-8733

戸叶 尚史

116-0002 荒川区荒川5-11-18 ヴィンヤード2階

とかの医院

03-6458-3620

富澤 秀雄

163-0605 新宿区西新宿1-25-1 新宿センタービル5F

新宿富澤耳鼻咽喉科

03-3349-8733

友田 智哲

143-0013 大田区大森南4-13-21

東京労災病院

03-3742-7301

友松 英男

177-0041 練馬区石神井町1-20-13

友松耳鼻咽喉科気管食道科医院

03-3996-9558

184-0011 小金井市東町4-8-13

ないとう耳鼻咽喉科

042-382-1187

内藤 丈士

101-0054 千代田区神田錦町3-16

内藤耳鼻咽喉科医院

03-3291-3422

内藤 理恵

183-0042 府中市武蔵台2-6-1

東京都立神経病院

042-323-5110

長井 恵一

208-0022 武蔵村山市榎1-1-5

武蔵村山病院

042-566-3111

永井 賀子

253-8581 目黒区三田1-11-7

厚生中央病院

03-3713-2141

中井川 弘毅

124-0001 葛飾区小菅4-10-6

あやせ耳鼻咽喉科医院

03-5680-1133

中川 秀樹

161-8521 新宿区中落合2-5-1

聖母病院

03-3951-1111

中川 悠子

188-0011 西東京市田無町4-29-8 丸保ビル4階

耳鼻咽喉科ヒロクリニック

042-463-8711

中川 嘉隆

359-1151 所沢市若狭3丁目2570-2

吉川クリニック

04-2938-1122

永倉 仁史

141-0021 品川区上大崎2-13-26 5階

ながくら耳鼻咽喉科アレルギークリニック

03-6303-5710

永竿 万貴

175-0094 板橋区成増3-9-9

なります耳鼻咽喉科

03-3979-4187

188-0001 西東京市谷戸町3-28-16

（医）中沢鼻咽喉科

042-421-3322

仲島 孝昌

142-8666 品川区旗の台1-5-8

昭和大学病院

03-3784-8000

永田 美也子

176-0001 練馬区練馬1-27-7

ながたクリニック

03-5912-1187

中西 重夫

145-0062 大田区北千束3-31-7 ビルド北上1F

大岡山駅前クリニック

03-3748-4187

長西 秀樹

176-0012 練馬区豊玉北4-26-6 D・S・Tクリーンカーム101

ながにし耳鼻咽喉科クリニック

03-5912-0087

中西 わか子

113-8655 文京区本郷7-3-1

東京大学医学部付属病院

03-3814-9486

中村 兼一

142-0051 品川区平塚2-6-6

中村医院

03-5702-0381

中村 秀伊

203-0043 東久留米市下里2-8-21 下里クリニックシティ2F

耳鼻咽喉科なかむらクリニック

042-476-4133

中村 裕子

277-0005 千葉県柏市柏1-1-7池松ビル2F

池松耳鼻咽喉科

04-7164-3387

中村 弦

115-0044 北区赤羽南1-9-11 赤羽南ビル3階

医療法人社団中村耳鼻咽喉科クリニック

03-5249-8733

難波 玄

152-0012 目黒区洗足2-7-15-201

なんば耳鼻咽喉科

03-5842-1155

仁木 博文

169-0074 新宿区北新宿4-8-16 君嶋ビル5A

仁木耳鼻科

03-3227-5498

西尾 綾子

173-0015 板橋区栄町35-2

東京都健康長寿医療センター

03-3964-1141

西川 典秀

167-0022 杉並区下井草2-39-12-2F

西川耳鼻咽喉科

03-3397-8733

103-0025 中央区日本橋茅場町2-8-10 碧山ビル3階

日本橋茅場町耳鼻咽喉科

03-3669-2085

165-0035 新宿区西新宿6-7-1

東京医科大学病院

03-3342-6111

165-0025 中野市沼袋1-36-3-4F

耳鼻咽喉科早クリニック

03-3387-2019

内藤 玲

中澤 宏

西田 聡
西山 信宏
沼田 早恵子
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氏名
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根岸 正之

193-0803 八王子市楢原町1483-12

医療法人社団 根岸耳鼻咽喉科医院

042-625-3394

野中 玲子

125-0042 葛飾区金町5-31-13

黒坂耳鼻咽喉科医院

03-3607-2946

120-0026 足立区千住旭町39-11

野原耳鼻咽喉科医院

03-3870-2022

野平 昭子

142-0053 品川区中延4-1-22

野平医院

03-3781-4957

野村 泰之

173-8610 板橋区大谷口上町30-1

日本大学医学部附属板橋病院

03-3972-8111

野本 剛輝

188-0014 西東京市芝久保町2-4-19

西東京中央総合病院

042-464-1511

博久 詠司

150-0021 渋谷区恵比寿西1-6-7 3F

ひろ耳鼻咽喉科クリニック

03-5457-3301

橋本 晋一郎

195-0063 町田市野津田町739

医療法人社団 晋誠会 野津田耳鼻咽喉科ア
レルギー科

042-708-1133

長谷川 かおり

112-0012 文京区大塚4-45-16

小石川東京病院

03-3946-5151

173-8610 板橋区大谷口上町30-1

日本大学医学部付属板橋病院

03-3972-8111

畠 将晃

136-0075 江東区新砂3-3-20

順天堂東京高齢者医療センター

03-5632-3111

畑 裕子

101-0024 千代田区神田和泉町1

三井記念病院

03-3862-9111

畑中 章生

198-0042 青梅市東青梅4-16-5

青梅市立総合病院

0428-22-3191

波多野 吟哉

116-0003 荒川区南千住7-1-1 アクレスティ南千住304

医療法人社団 花水木会 はたの耳鼻咽喉科

03-6806-8733

花岡 利恵子

174-0063 板橋区前野町6-27-6

恵星会 花岡耳鼻咽喉科

03-5392-1086

馬場 美雪

164-8541 中野区中野4-22-1

東京警察病院

03-5343-5611

原口 美穂子

206-8512 多摩市永山1-7-1

日本医科大学多摩永山病院

042-371-2111

春山 琢男

279-0021 浦安市富岡2-1-1

順天堂浦安病院

047-353-3111

半間 みや子

142-0053 品川区中延3-7-5

牧野耳鼻咽喉科医院

03-3781-0678

菱沼 文彦

189-0013 東村山市栄町2-10-24

菱沼耳鼻咽喉科医院

042-394-8350

姫野 千恵美

135-0021 江東区白河3-4-3-202

しらかわ耳鼻咽喉科クリニック

03-5245-3387

平井 良治

150-0013 渋谷区恵比寿2-34-10

東京都立広尾病院

03-3444-1181

平塚 宗雄

190-0011 立川市高松町3-13-15

平塚耳鼻咽喉科クリニック

042-528-3387

平野 浩二

120-0034 足立区千住3-98 ミルディスⅡ番館

ミルディス小児科耳鼻科

03-3888-8883

平野 純子

154-0017 世田谷区世田谷1-15-11-2F

おな耳鼻咽喉科

03-5477-3301

平松 宏之

195-0053 町田市能ヶ谷1-7-1ダイヤモンドﾋﾞﾙ2階Ａ-2

医療法人社団平松耳鼻咽喉科医院

012-735-2285

平山 方俊

155-0032 世田谷区代沢3-12-23

ひらやまクリニック耳鼻咽喉科

03-5779-1835

153-0044 目黒区大橋2-23-1 西渋谷ハイウェービル3F

池尻大橋耳鼻咽喉科

03-6804-8533

藤井 可絵

157-8535 世田谷区大蔵2-10-1

国立成育医療研究センター

03-3416-0181

藤枝 伊都子

192-0046 八王子市明神町4-8-1

仁和会総合病院

0426-44-3711

藤川 太郎

113-8519 文京区湯島1-5-45

東京医科歯科大学

03-5803-5308

藤多 恒子

167-0043 杉並区上荻1-9-1 ユアビルⅡ5F

藤多クリニック

03-3392-8811

145-0063 大田区池上3-30-17

いけがみ耳鼻咽喉科クリニック

03-5700-6733

藤野 睦子

105-8470 港区虎ノ門2-2-2

国家公務員共済連合会虎の門病院

03-3588-1111

藤本 千里

183-0042 府中市武蔵台2-6-1

東京都立神経病院 神経耳科

042-323-5110

藤森 啓至

165-0032 中野区鷺宮3-4-7

ふじもり耳鼻咽喉科クリニック

03-5373-4133

藤森 正登

143-0021 大田区北馬込2-3-5

なつめ耳鼻咽喉科

03-3772-9713

古屋 英彦

140-0014 品川区大井2-12-1

耳鼻咽喉科･アレルギー科・気管食道科古屋
医院

03-3776-4192

古屋 正徳

141-0031 品川区西五反田5-9-2-301

古屋耳鼻咽喉科医院

03-3493-6609

部坂 弘彦

170-0003 豊島区駒込1-29-1

部坂耳鼻咽喉科医院

03-3946-2087

保谷 則之

178-0063 練馬区東大泉1-37-20 シティタワー大泉学園 1階 大泉学園耳鼻咽喉科

03-5947-2122

野原 修

長谷川 央

福里 博

藤谷 哲
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氏名

郵便番号

星川 治子

186-0006

星野 志織

150-8935 渋谷区広尾4-1-22

日赤医療センター

03-3400-113

194-0031 町田市南大谷1426-138

ほづみ耳鼻いんこう科小児科医院

042-728-0275

144-0051 大田区西蒲田7-12-6-101

ほりクリニック

03-3731-3108

寶積 健
堀

雅明

所在地

施設名

武蔵野市中町1-12-10 武蔵野タワーズスカイゲー
三鷹もろほし耳鼻咽喉科
トタワー5F

杉並区方南2-23-9 モナークマンション方南町1F白い鳥医院
A

電話番号
0422-37-3341

堀 みどり

168-0062

本村 朋子

160-8582 新宿区信濃町35

慶応義塾大学病院

03-3353-1211

本村 美雄

140-0001 品川区北品川2-19-15

本村耳鼻咽喉科クリニック

03-3450-4133

前田 秀彦

183-0033 府中市分梅町1-10-9

医療法人社団 慶秀会 前田耳鼻咽喉科・気管
食道科医院

042-360-8733

牧野 奈緒

140-0011 品川区東大井6-1-5 桐木ハイツ202

大井町耳鼻咽喉科

03-6423-1433

増田 成夫

187-0031 小平市小川東町1-30-9 マルメゾン2階

医療法人社団 セント会 増田耳鼻科医院

042-345-1446

増田 毅

173-8610 板橋区大谷口上町30-1

日本大学板橋病院

03-3972-8111

増田 正純

131-0032 墨田区東向島6-6-2

増田耳鼻咽喉科

03-3611-8733

179-0081 東京都練馬区北町1-28-4

耳鼻咽喉科まちの医院

03-3933-2344

松生 愛彦

157-0066 世田谷区成城6-18-20

まついけ耳鼻咽喉科医院

03-3484-1811

松田 明史

186-0003 国立市富士見台4-9-3-206

矢川駅前まつだ耳鼻咽喉科

042-843-8714

松永 達雄

152-8902 目黒区東が丘2-5-1

国立病院機構東京医療センター

03-3411-0111

松林 さおり

175-0082 板橋区高島平2-32-2-108

鈴木耳鼻咽喉科

03-3353-8111

松本 恭子

101-0063 千代田区神田淡路町2-25

神尾記念病院

03-3253-3351

松本 弥依

171-0051 豊島区長崎4-8-2

松本耳鼻咽喉

03-3815-3010

馬渕 滝男

194-0038 町田市根岸2-13-1

ねぎし耳鼻科

042-789-8733

丸岡 秀裕

192-0911 八王子市打越町344-6 カリヨンプラス4F

医療法人社団 裕祐会 丸岡耳鼻咽喉科

042-642-4187

105-0001 港区虎ノ門2-2-2

虎の門病院

03-3588-1111

153-0053 目黒区五本木2-8-2

安田診療所

03-3712-1444

水野 文恵

349-0123 埼玉県蓮田市本町3-17

蓮田一心会病院

048-764-6411

水吉 陽子

158-0082 世田谷区等々力4-1-1-2F

みずよしクリニック

03-5707-2206

三谷 幸恵

185-0034 国分寺市光町1-37-15

三谷耳鼻咽喉科医院

042-572-3643

三谷 芳美

156-0054 世田谷区桜丘2-24-3 AOビル１F

さくらがおか耳鼻咽喉科クリニック

03-5799-3387

135-0035 江戸川区平井3-23-18

平井すばるクリニック

03-5875-1161

宮城 真理

197-0011 福生市福生1263

内山耳鼻咽喉科医院

042-551-0989

都川 知之

146-0094 大田区東矢口1-16-21

都川耳鼻咽喉科

03-3730-6918

宮坂 宏恵

118-0011 西東京市田無町4-29-8 4F

ヒロクリニック

042-463-8711

157-0061 世田谷区北烏山2-14-20

久我山病院

03-3309-1111

宮下 久夫

192-0363 八王子市別所2-2-1 クレヴィア京王堀之内

医療法人社団 ハーモニーみみ・はな・のどク
リニック

042-674-1187

宮下 正寛

143-0024 大田区中央4-36-6 健督ビル1F

宮下耳鼻咽喉科医院

03-6429-8172

宮本 博行

183-0045 府中市美好町3-31-4

みやもと耳鼻咽喉科

042-306-5755

三輪 正人

113-0022 文京区千駄木1-1-5

日本医科大学

03-3822-2131

向井 康朗

114-0031 北区十条仲原1-4-12

医療法人社団向井医院

03-3907-3387

村川 哲也

187-0044 小平市喜平町1-7-26

喜平橋耳鼻咽喉科

042-332-3387

望月 義也

108-0072 港区白金3-10-18

耳鼻咽喉科望月医院

03-3442-3387

151-0063 渋谷区富ヶ谷1-8-3-201

代々木の森耳鼻咽喉科

03-5453-8733

154-8532 世田谷区池尻1-2-24

自衛隊中央病院

03-3411-0151

町野 満

三澤 建
水上 真美子

南 慎一

宮地 麻美子

森 幸子
森田 一郎
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森田 訓子

173-8605 板橋区加賀2-11-1

帝京大学医学部附属病院

03-3964-1211

森野 常太郎

105-8471 港区西新橋3-19-18

東京慈恵会医科大学附属病院

03-3433-1111

守本 倫子

157-8535 世田谷区大蔵2-10-1

国立成育医療研究センター

03-3416-0181

①184-0003
諸星 咲子

①小金井市緑町1-6-53

②武蔵野市中町1-12-10 武蔵野タワーズスカイ
ゲートタワー 5F
千代田区有楽町1-7-1 有楽町電気ﾋﾞﾙ北館5階
100-0006
508号

②186-0006
八木 聰明

①もろほしクリニック

①042-385-3341

②三鷹もろほし耳鼻咽喉科

②0422-37-3341

一財 医学社会貢献振興財団

03-6205-7595

八木 昌人

102-8798 千代田区富士見2-14-23

東京逓信病院

03-5214-7111

安田 知久

124-0005 葛飾区宝町1-1-1

やすだ耳鼻いんこう科クリニック

03-5672-2202

矢野 一彦

180-0013 武蔵野市西久保3-7-11

むさしの耳鼻科矢野医院

0422-52-3932

168-0064 杉並区永福3-56-29

矢野眼科・耳鼻咽喉科

03-5376-0659

107-0062 港区南青山5-10-19 青山真洋ビル5階

やべ耳鼻咽喉科 表参道

03-3409-3387

180-0004 武蔵野市吉祥寺本町2-33-13

矢部耳鼻咽喉科

0422-22-4172

矢部 利江

104-0061 中央区銀座1-6-13 106ギンザビル4階

やべ耳鼻咽喉科

03+-3538-6366

山内 由紀

189-0002 東村山市青葉町1-7-1

多摩北部医療センター

0439-63-8111

山川 卓也

107-0061 港区北青山2-7-21 青山アイアイビル3F

医療法人 青翔会 山川耳鼻咽喉科医院

03-5772-6450

山岸 茂夫

179-0084 練馬区氷川台3-39-2 グレイス氷川台101号

医療法人社団 吉明会 クリニカ氷川台耳鼻
咽喉科

03-3557-3375

山口 宏也

105-0012 港区芝大門2-5-1

ひろ・やまクリニック

03-3437-6376

山田 勝士

154-0004 世田谷区太子堂4-23-12 井上ビル3階

医療法人涼音会山田耳鼻咽喉

03-3424-0506

山田 久美子

330-0855 さいたま市大宮区上小町841

内村医院

048-641-3383

山田 智佳子

166-0001

矢野 純
矢部 多加夫
矢部 武

杉並区阿佐ヶ谷北1-4-6 コルヌイエキタ阿佐ヶ谷
あさがや耳鼻咽喉科
1F

03-3338-4133

山積 博彦

114-0014 北区田端4-3-2-201

医療法人社団山積耳鼻咽喉科

03-3827-3387

山西 敏朗

162-0041 新宿区早稲田鶴巻町518 第一石川ﾋﾞﾙ 2F

医療法人社団朗会 耳鼻いんこう科山西クリ
ニック

03-5155-0822

山村 幸江

162-8666 新宿区河田町8-1

東京女子医科大学病院

03-3353-8111

湯浅 貴文

102-0085 千代田区六番町3-1 協和ビル3階

六番町耳鼻咽喉科

03-3222-4133

横井 秀格

181-8611 三鷹市新川6-20-2

杏林大学医学部付属病院

0422-47-5511

横山 智一

167-0022 杉並区下井草3-37-11

よこやま耳鼻咽喉科

03-3397-1616

横山 智子

167-0022 杉並区下井草3-37-11

よこやま耳鼻咽喉科

03-3397-1616

吉田 晋也

193-3824 八王子市長房町454-12

耳鼻咽喉科・吉田クリニック

0426-69-2607

183-0015 府中市清水ヶ丘1-1-3 第一勇心ﾋﾞﾙ 402

くまだ耳鼻咽喉科

042-361-3248

162-8655 新宿区戸山1-21-1

国立国際医療研究センター病院

03-3202-7181

吉田 ひかり

168-0082 杉並区久我山3-22-16-2F

耳鼻咽喉科ひかりクリニック

03-6762-8888

吉野 由紀子

135-0043 江東区塩浜2-5-23-104

ゆき耳鼻咽喉科クリニック

03-3647-3311

吉橋 秀貴

113-0001 文京区白山1-25-16 ミューラ白山1階

よしはし耳鼻咽喉科医院

03-5484-8118

吉原 俊雄

162-8666 新宿区河田町8-1

東京女子医科大学病院

03-3353-8111

吉弘 純弥

134-0083 江戸川区中葛西5-36-12-103

かさい駅前耳鼻咽喉科

03-5659-1878

108-8642 港区白金5-9-1

北里研究所病院

03-3444-6161

若山 仁久

1570062

烏山耳鼻咽喉科

03-3305-3387

渡邊 健一

206-8512 多摩市永山1-7-1

日本医大多摩永山病院

042-371-2111

渡辺 悟郎

135-0002 江東区住吉1-18-1

あそか病院

03-3632-0290

渡邊 千寿子

170-0013 豊島区東池袋2-45-2

ステラ耳鼻咽喉科

03-3983-7570

渡辺 秀樹

196-0015 昭島市昭和町4-4-1

鶴樹会わたなべ耳鼻咽喉科医院

042-543-8288

吉田 千栄子
吉田 剛

若林 健一郎

世田谷区南烏山5-16-4salud南烏山2F
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氏名

郵便番号

所在地

施設名

電話番号

渡辺 正子

273-0025 船橋市印内町497-2

西船橋耳鼻咽喉科医院

047-434-5721

渡辺 雄司

170-0014 豊島区池袋1-7-14

天心堂医院

03-3971-3387

渡部 涼子

105-8470 港区虎ノ門2-2-2

虎の門病院

03-3588-1111

蕨 希欧伊

135-0021

しらかわ耳鼻咽喉科クリニック

03-5245-3387

江東区白河3-4-3ｲｰｽﾄｺﾓﾝｽﾞ清澄白河ﾌﾛﾝﾄﾀﾜｰ
2F
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