東京
専門医
秋下�雅弘

施設名
東京大学�医学部附属病院

郵便番号

住所

113-8655 東京都文京区本郷7-3-1

岩田�淳

電話番号
03-3815-5411
03-5800-8630

大内�尉義
小川�純人

03-3815-5411

亀山�祐美
辻�省次
山口�潔
相澤�仁志

東京病院

204-8585 東京都清瀬市竹丘3-1-1

042-491-2111

足立�英則

稲城台病院

206-0824 東京都稲城市若葉台3-7-1

042-331-5531

新井�平伊

順天堂大学医学部付属順天堂医院

113-0033 文京区本郷3-1-3

03-3813-3111

有馬�邦正

国立精神・神経医療研究センター病院

187-8551 東京都小平市小川東町4-1-1

042-346-2190

安野�みどり

都立松沢病院

156-0057 東京都世田谷区上北沢2-1-1

03-3303-8379

石渡�明子

日本医科大学付属病院

113-8602 東京都文京区千駄木1-1-5

03-3822-2131

順天堂大学医学部附属
順天堂東京江東高齢者医療センター

136-0075 東京都江東区新砂3-3-20

慶應義塾大学病院

160-8582 東京都新宿区信濃町35

03-5363-3017

岩田�誠

東京女子医科大学病院

162-8666 東京都新宿区河田町8−1

03-3353-8111

岩坪�威

東京健生病院

112-0012 東京都文京区大塚4-3-8�

03-3944-6111

岩原�千絵

医療法人社団翠会�成増厚生病院

175-0091 東京都板橋区三園1-19-1

03-3939-1191

内原�俊記

武蔵野赤十字病院

180-8610 東京都武蔵野市境南町1-26-1

0422-32-3111

宇野�正威

吉岡リハビリテーションクリニック

181-0013 東京都三鷹市下連雀4-2-8

0422-76-5255

柴田�展人
下�泰司
中島�円
服部�信孝
本井�ゆみ子

山崎�峰雄
井関�栄三

03-5632-3111

北見�真喜子
中村�真一郎
古川�芳明
松原�洋一郎
伊東�大介
小堺�有史
鈴木�則宏
高橋�一司
田渕�肇

馬原�孝彦
加藤�陽久
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東京医科大学病院

160-0023 東京都新宿区西新宿6-7-1

03-3342-6111

専門医

施設名

郵便番号

住所

電話番号

金高�秀和
菊川�昌幸
櫻井�博文

東京医科大学病院

160-0023 東京都新宿区西新宿6-7-1

03-3342-6111

榎本�睦郎

榎本内科クリニック

182-0036 東京都調布市飛田給2-12-9

042-444-0456

大竹�敏之

東京都保健医療公社荏原病院

145-0065 東京都大田区東雪谷4-5-10

03-5734-8000

太田�晃一

国家公務員共済組合連合会�立川病院

190-8531 東京都立川市錦町4-2-22

042-523-3131

太田�宏平

社団法人衛生文化協会城西病院

167-0043 東京都杉並区上荻2丁目42‐11

03-3390-4166

東京医科歯科大学

113-8510 東京都文京区湯島1-5-45

03-5803-5847

岡�尚省

東京慈恵会医科大学附属第三病院

201-8601 東京都狛江市和泉本町4-11-1

03-3480-1151

岡村�正哉

東京都保健医療公社荏原病院

145-0065 東京都大田区東雪谷4-5-10

03-5734-8000

加田�博秀

町田市民病院

194-0023 東京都町田市旭町2‐15‐41

042‐722‐2230

金谷�潔史

東京医大八王子医療センター

193-0998 東京都八王子市館町1163

042-665-5611

金丸�和富

173-0015 東京都板橋区栄町35-2

03-3964-1141

齊藤�祐子

173-0015 東京都板橋区栄町35-2

03-3964-1141

砂川�昌子

173-0015 東京都板橋区栄町35-2

03-3964-1141

173-0015 東京都板橋区栄町35-2

03-3964-1141

173-0015 東京都板橋区栄町35-2

03-3964-1141

173-0015 東京都板橋区栄町35 2

03-3964-1141

佐藤�友彦
清水�聡一郎
羽生�春夫
平尾�健太郎

岡澤�均
三條�伸夫
水澤�英洋

高尾�昌樹

東京都健康長寿医療センター

仁科�裕史
初田�裕幸
村山�繁雄
河村�満

昭和大学病院・昭和大学病院附属東病院

142-8666 東京都品川区旗の台1-5-8

03-3784-8000

黄川田�雅之

きかわだクリニック

151-0053 東京都渋谷区代々木1-43-7

03-3379-2002

工藤�千秋

くどうちあき脳神経外科クリニック

143-0016 東京都大田区大森北1-23-10

03-5767-0226

栗崎�博司

国立病院機構�東京病院

204-8585 東京都清瀬市竹丘3 1 1

042-491-2111

黒岩�明彦

東和病院

120-0003 東京都足立区東和4-7-10

03-3629-8111

杏林大学医学部付属病院

181-8611 東京都三鷹市新川6-20-2

0422-47-5511

木暮�大嗣

医療法人社団�大賀会�木暮クリニック

168-0073 東京都杉並区下高井戸1-41-6

03-3329-3003

後藤�淳

東京都済生会中央病院

108-0073 東京都港区三田1-4-17

03-3451-8211

五味�愼太郎

財団法人平和協会�駒沢病院

154-0012 東京都世田谷区駒沢2-2-15

03-3424-2515

酒井�隆

医療法人社団�恵泉会�荏原中延クリニック

142-0053 東京都品川区中延2-15-5

03-3784-7013

櫻井�靖久

三井記念病院

101-8643 東京都千代田区神田和泉町1

03-3862-9111

佐藤�健治

永生病院

193-0942 東京都八王子市椚田町583-15

042-661-1331

塩澤�友規

財団法人平和協会 駒沢病院

154-0012 東京都世田谷区駒沢2-2-15

03-3424-2515

東京慈恵会医科大学附属病院

105−8471 東京都港区西新橋3-19-18

03-3433-1111

神崎�恒一
小林�義雄
野口�明男
長谷川�浩

品川�俊一郎
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専門医

施設名
東京慈恵会医科大学附属病院

郵便番号
住所
105−8471 東京都港区西新橋3-19-18

電話番号
03-3433-1111

白井�俊孝

永寿総合病院

110-8645 東京都台東区東上野2-23-16

03-3833-8381

新貝�憲利

成増厚生病院

175-0091 東京都板橋区三園1−19−1

03-3939-1191

医療法人財団天翁会 新天本病院

206-0036

042-310-0333

東京慈恵会医科大学附属青戸病院

105-8461 東京都葛飾区青戸6-41-2

袖山�信幸

浴風会病院

168-8535 東京都杉並区高井戸西1-12-1

03-3332-6511

田久保�秀樹

東京都保健医療公社 荏原病院

145-0065 東京都大田区東雪谷4-5-10

03-5734-8000

武田�克彦

国際医療福祉大学三田病院

108-8329 東京都港区三田1-4-3

03-3451-8121

田中�こずえ

東京都立駒込病院

113-8677 東京都文京区本駒込3 18 22

03-3823-2101

田中�秀明

医療法人社団隆記会�田中医院

176-0023 東京都練馬区中村北4-4-16

03-3998-0011

辻�正純

辻内科循環器科歯科クリニック

178-0061 東京都練馬区大泉学園町8-24-25

03-3924-2017

長尾�雅裕

東京都立神経病院

183-0042 東京都府中市武蔵台2-6-1

042-323-5110

中野�正剛

医療法人社団こだま会 こだまクリニック�

142-0063 東京都品川区荏原1-14-1

03-5759-6766

新里�和弘

東京都立松沢病院

156-0057 東京都世田谷区上北沢2-1-1

03-3303-7211

橋爪�敏彦

爽寿堂クリニック

121-0816 東京都足立区梅島3-3-24

03-3880-1133

波田野�琢

順天堂大学付属順天堂医院

113-8421 東京都文京区本郷2-1-1

03-3813-3111

服部�亮

岡本メモリクリニック

157-0076 東京都世田谷区岡本2-11-20

03-5797-4040

細野�克彦

月島クリニック

104-0052 東京都中央区月島4-16-7

03-3531-0082

松村�美由起

東京女子医科大学附属成人医学センター

150-0002 東京都渋谷区渋谷2-15-1

03-3499-1911

水嶋�節雄

水嶋神経科皮膚科医院

166-0003 東京都杉並区高円寺南3-14-14

03-3314-4582

溝口�環

東京都東村山老人ホーム診療所

189-0002 東京都東村山市青葉町1-7-1

042-391-0144

宮崎�裕子

国際医療福祉大学�三田病院

108-8329 東京都港区三田1−4−3

03-3451-8121

森豊�隆志

社会医療法人財団�大和会�東大和病院

207-0014 東京都東大和市南街1-13-12

042-562-1411

山川�健太

山川クリニック

178-0063 東京都練馬区東大泉7-38-5

03-3867-1885

東京都保健医療公社�荏原病院

145-0065 東京都大田区東雪谷4-5-10

03-5734-8000

和田�義明

日産厚生会玉川病院

158-0095 東京都世田谷区瀬田4-8-1

03-3700-1151

渡邊�睦房

東京都立墨東病院

130-8575 東京都墨田区江東橋4-23-15

03-3633-6151

仙石�錬平

杉山�恒之
柳田�浩

東京都多摩市中沢2-5-1

鈴木�正彦
橋本�昌也
村上�舞子

03-3603-2111

吉岡�雅之

横地�正之
吉村�菜穂子

認知症きらきらネット：日本認知症学会 認定専門医
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