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平成２７年度 内科校医診療所一覧 
 

診療所の名称 電 話 住    所 担当学校 

１ 宮下医院 5385－3050 南台2－24－12 南中野中 

２ 高橋医院 3381－3238 南台3－3－3 新山小 

３ たまつ小児科医院  3380－0325 南台3－15－5 多田小 

４ 藤間産婦人科医院 3372－5700 弥生町1－17－1 桃園小 

５ 柳田医院 3381－4066 弥生町4－36－13 中野神明小 

６ 中村診療所 3381－3797 本町5－39－2 二中 

７ 中野診療所 3381－0151 本町6－12－13 中野本郷小 

８ 田沼内科・小児科医院 3380－2622 本町6－23－3 向台小 

９ セイメイ内科 5389－2972 中央1－25－5ＭＫﾏﾝｼｮﾝ 106 十中 

10 くすのき診療所 3361－0072 中央2－7－8－103 塔山小 

11 東中野クリニック 3361－2732 東中野1－58－12 三中 

12 武医院 3368－8597 東中野1－59－14 白桜小 

13 新井クリニック 5331－3383 東中野3－10－12石川ﾃﾞﾝﾀﾙﾋﾞﾙ 3F 中野中 

14 しばたこども＆ｱﾚﾙｷﾞｰｸﾘﾆｯｸ 3360－5569 東中野5―1－1－3F 新井小 

15 宇野医院 3369―2090 中野1-6-2 桃園第二小 

16 山田医院 3384－3555 中野2－14－17 谷戸小 

17 近藤クリニック 3381－4101 中野3－27－20 ｱﾙｶﾃﾞｨｱ中野Ⅲ1階 西中野小 

18 桃園医院 3381－3747 中野3－40－25 桃花小 

19 宮医院 3385－3177 上高田3－1－13 五中 

20 まるたに内科循環器科 3388－1236 上高田3－24－2 上高田小 

21 山田クリニック 3386－0415 新井2－6－10中野大和ﾏﾝｼｮﾝ 1階 四中 

22 西武沼袋医院 3388－1791 沼袋1－7－14 鷺宮小 

23 江原小児科耳鼻科 5988－7705 江原町3－35－8 ｸﾞﾛｰﾘｵ中野新江古田1階3 江原小 

24 小児科内科高田医院 3386－7383 江古田3－5－10 江古田小 

25 齋藤医院 3389－7288 江古田3－6－6サニー中野1階 七中 

26 天正堂クリニック 3319－3965 丸山1－5－7 緑野小 

27 野方こどもクリニック 5356－7051 丸山2－23－2東急ドエルアルス野方1階 若宮小 

28 杉本医院 3388－2338 野方2－7－17 平和の森小 

29 くり小児科内科 5345－6166 野方4－22－３ 緑野中 

30 竹下医院 3339－6658 野方5－22－8 北原小 

31 大場診療所 3330－0073 大和町3－40－6 大和小 

32 高梨医院 3337－6987 大和町4－10－21 啓明小 

33 やじまクリニック 3339－1811 若宮2－1－23 上鷺宮小 

34 沖津医院 3339－2865 鷺宮3－20－4鷺宮医療ビル２・３階 北中野中 

35 美穂診療所 3990－1208 鷺宮5－3－14 八中 

36 高木小児科医院 5241－5823 上鷺宮4－19－10 武蔵台小 
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平成２７年度 眼科校医診療所一覧 

診療所の名称 電 話 住    所 担当学校 

１ きむら眼科 3370-4855 弥生町2－12－9 向台小、三中 

２ せき眼科 3361-7665 中央2－2－31 塔山小、十中 

３ 渡辺眼科医院 3382-4422 中央3－31－1 二中 

４ 後藤眼科 5342-5801 中野3－33－3 ｲﾝﾂ中野ﾋﾞﾙ 8F 中野本郷小 

５ ブロードウェイ眼科 3389-0508 中野5－52－15－4F 桃園小、白桜小 

６ すみ眼科クリニック 5380-8055 中野5－62－6 吉澤ビル5F 多田小、新山小、南中野中 

７ 福田眼科医院 3386-3700 新井2－33－1 
中野神明小､桃花小、 

平和の森小、中野中 

８ 宮田眼科 3388-7800 沼袋1－44－2 江古田小 

９ 上高田眼科 3387-4699 松が丘1－1－19 
上高田小､新井小､ 

四中､五中 

10 哲学堂石井眼科医院 3951-7227 江古田1－1－4 2F 江原小、七中 

11 小林眼科医院 3386-7355 野方4－20－5 緑野中 

12 のがた眼科クリニック 3223-8588 野方5－25－4－2F 大和小、緑野小 

13 堀田眼科医院 3330-0224 野方6－3－10 北原小、北中野中 

14 あおき眼科 6231-5148 大和町1－64－2 桃園第二小、谷戸小 

15 浜野眼科医院 3338-5539 若宮3－40－12 若宮小、武蔵台小、八中 

16 明野眼科 3336-8185 白鷺2－49－27 啓明小 

17 さぎの宮の根岸眼科 5327-3555 鷺宮3－20－3－2Ｆ 西中野小 

18 かみさぎ眼科クリニック 3577-2141 上鷺宮4－3－1 鷺宮小、上鷺宮小 

 

平成２７年度 耳鼻科校医診療所一覧 

診療所の名称 電 話 住    所 担当学校 

１ はまだ耳鼻咽喉科 5304-7556 弥生町2－21－11－201 向台小、新山小 

２ 堤耳鼻咽喉科医院 3372-4701 本町2－42－15 桃園小、十中 

３ 船戸医院 3381-0716 本町4－21－11 
中野本郷小､多田小､ 

南中野中 

４ 武藤耳鼻咽喉科医院 3361-4023 東中野1－35－21 塔山小 

５ ﾒﾃﾞｨｶﾙｺｰﾄ池田耳鼻咽喉科 3366-5622 東中野2－27－7 桃園二小､谷戸小、白桜小 

６ ほき耳鼻咽喉科クリニック 3362-3337 東中野5－10－5 ﾌｫｰｶﾙﾋﾞﾙ 1F 
中野神明小､二中､三中、 

緑野中 

７ おかむら耳鼻咽喉科 5328-0630 中野3－27－19 ｱﾙｶﾃﾞｨｱ中野1F 桃花小 

８ 熊埜御堂耳鼻咽喉科 5345-6201 上高田2－1－3 ＨＮＢ1階 中野中 

９ 太田医院 3386-3269 新井1－13－11 
上高田小、新井小、 

西中野小 

10 かわかつ耳鼻咽喉科 3389-8711 新井1－37－3 江原小、五中 

11 耳鼻咽喉科 早クリニック 3387-2019 沼袋1－36－3 ﾀｳﾝｾﾝﾀｰﾋﾞﾙ沼袋4F 緑野小、七中 

12 高田耳鼻咽喉科医院 3389-9428 野方4－19－6 野方ｻﾆｰﾊｲﾂ 1F 江古田小、北原小、 

13 耳鼻咽喉科 奥平医院 3330-1374 野方5－18－2 
鷺宮小、武蔵台小、 

平和の森小、四中 

14 荒牧医院 3337-0198 大和町1－64－10 啓明小、大和小 

15 西山耳鼻咽喉科医院 3330-4195 白鷺2－45－10 若宮小、八中 

16 鷺ノ宮耳鼻咽喉科 5327-4187 鷺宮3－20－10 ﾌﾛﾝﾃｨｱ鷺宮1F 上鷺宮小、北中野中 
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平成 27年度  学校歯科医診療所一覧 【中学校】  

 
     

   診療所の名称 電  話 住    所 担当校 

1 三上歯科医院 3384-0385   南 台 3-37-27 南中野中 

2 かくた歯科医院 3382-7139      本町 4-30-26 第 2藤尾ﾋﾞﾙ 2F 二中 

3 花岡 歯科医院 3363-0011 中央 1-24-1 十中 

4 歯科米澤医院 3364-6480 中央 2-4-1 十中 

5 中野中央歯科診療室 3383-0002 中央 4-15-9 南中野中 

6 新中野歯科クリニック 3382-9777   中央 4-5-2-202 二中 

7 原歯科医院 3382-6480 東中野 2-27-7 ﾒﾃﾞｨｶﾙｺｰﾄ 2F 三中 

8 山内歯科医院 3361-0526 東中野 4-4-3 山内ﾋﾞﾙ 2F 三中 

9 岡歯科医院 3381-7555 中野 2-13-23 中野中 

10 西原デンタルオフィス 3229-1182  中野 2-25-6 七中 

11 安田歯科医院 3386-2789  新井 1-11-7 中野中 

12 大橋歯科医院 3386-3444  新井 2-25-4 七中 

13 大竹歯科医院 3385-3060   新井 5-16-7 五中 

14 あゆざわ歯科医院 3228-2023 松が丘 1-14-1-109 五中 

15 竹村歯科クリニック 3319-8239  松が丘 1-33-15 ｱﾘｽｺｰﾄ 1F 緑野中 

16 江古田歯科クリニック 3389-6350  江古田 2-19-8-101 四中 

17 田中歯科クリニック 5340-3621 江古田 4-2-3 ﾏ･ﾒｿﾞﾝ 1F 緑野中 

18 落合歯科医院 3385-3434 野方 1-9-16 八中 

19 はいばら歯科医院 3385-6480    野方 3-15-14 北中野 

20 橋本歯科医院 3389-2823   野方 3-18-19 北中野 

21 船坂歯科医院 3388-6818    野方 3-25-8 八中 

22 浅香歯科医院 3337-3718  野方 5-28-5 四中 

 


