
 
身体障害者福祉法第１５条に基づく指定医師 （昭島市内） 

 

令和５年１月１日現在 

障害区分 医療機関名 診療科目 医師氏名 所在地 電 話 備考 

視覚障害 

 

 

あさみ眼科 眼科 浅見 美貴 東町5-4-11 549-0881  

いしわた眼科 眼科 石綿 丈嗣 松原町4-12-8 546-1153  

中神眼科形成外科 眼科 青木 一浩 中神町1180番地8 519-6738  

平衡機能障害 

 

 

 

 

 

東京西徳洲会病院 脳神経外科 板垣 徹也 松原町3-1-1 500-4433  

東京西徳洲会病院 神経内科 板東 充秋 松原町3-1-1 500-4433  

昭島相互診療所 神経内科 山田 正和 福島町908-17 545-2712  

あきしま相互病院 神経内科 山田 正和 もくせいの杜2-2-1 500-2077  

竹口病院 リハビリテーション科 大供  孝 玉川町4-6-32 541-0176  

竹口病院 リハビリテーション科 石原  京 玉川町4-6-32 541-0176  

音声・言語機能障害 

 

 

 

 

東京西徳洲会病院 神経内科 板東 充秋 松原町3-1-1 500-4433  

昭島相互診療所 神経内科 山田 正和 福島町908-17 545-2712  

あきしま相互病院 神経内科 山田 正和 もくせいの杜2-2-1 500-2077  

竹口病院 リハビリテーション科 大供  孝 玉川町4-6-32 541-0176  

竹口病院 リハビリテーション科 石原  京 玉川町4-6-32 541-0176  

肢体不自由 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

東京西徳洲会病院 整形外科 森戸 俊行 松原町3-1-1 500-4433  

東京西徳洲会病院 整形外科 山崎 順也 松原町3-1-1 500-4433  

東京西徳洲会病院 整形外科 松村 福広 松原町3-1-1 500-4433  

東京西徳洲会病院 整形外科 北川 寛之 松原町3-1-1 500-4433  

東京西徳洲会病院 整形外科 鎌田 惠一 松原町3-1-1 500-4433  

東京西徳洲会病院 整形外科 山本  拓 松原町3-1-1 500-4433  

東京西徳洲会病院 脊椎外科 船戸 貴広 松原町3-1-1 500-4433  

東京西徳洲会病院 脳神経外科 板垣 徹也 松原町3-1-1 500-4433  

東京西徳洲会病院 脳神経外科 田中  聡 松原町3-1-1 500-4433  

東京西徳洲会病院 神経内科 板東 充秋 松原町3-1-1 500-4433  

東京西徳洲会病院 形成外科 木下 幹雄 松原町3-1-1 500-4433  

東京西徳洲会病院 形成外科 小澤  剛 松原町3-1-1 500-4433  

東京西徳洲会病院 形成外科 寺部 雄太 松原町3-1-1 500-4433  

東京西徳洲会病院 小児科 二瓶 健次 松原町3-1-1 500-4433  

東京西徳洲会病院 外傷整形外科 伴  光正 松原町3-1-1 500-4433  

東京西徳洲会病院 外傷整形外科 安中 正法 松原町3-1-1 500-4433  

東京西徳洲会病院 療養内科 青木 正明 松原町3-1-1 500-4433  

東京西徳洲会病院 消化器外科 賀    亮 松原町3-1-1 500-4433  

東京西徳洲会病院 脳神経外科 橋本  亮 松原町3-1-1 500-4433  

昭島整形外科 整形外科 森戸 俊行 昭和町5-15-11 542-2552  

昭島整形外科 整形外科 古賀 英之 昭和町5-15-11 542-2552  

昭島整形外科 整形外科 二村 昭元 昭和町5-15-11 542-2552  

昭島病院 整形外科 鈴木 昭仁 中神町1260 546-3111  

昭島病院 整形外科 番場 泰司 中神町1260 546-3111  

昭島病院 神経内科 小町 裕志 中神町1260 546-3111  

昭島病院 内科 長谷川 明 中神町1260 546-3111  

湯浅整形外科医院 整形外科 湯浅 竜寿 昭和町5-2-4 541-1978  

うしお病院 整形外科 渡部 泰幸 武蔵野2-7-12 541-5423  

竹口病院 整形外科 太田 信孝 玉川町4-6-32 541-0176  

竹口病院 リハビリテーション科 大供  孝 玉川町4-6-32 541-0176  

竹口病院 リハビリテーション科 石原  京 玉川町4-6-32 541-0176  

中西クリニック 脳神経外科 落合 真人 田中町562-8 541-2611  

昭島相互診療所 神経内科 山田 正和 福島町908-17 545-2712  

あきしま相互病院 神経内科 山田 正和 もくせいの杜2-2-1 500-2077  

たかつきクリニック 精神神経科 野上 芳美 田中町562-8 543-6781  

TOWN訪問診療所 形成外科 木下 幹雄 松原町4-11-9 544-1700  

昭島リウマチ膠原病内科 
リウマチ科、膠原病科 

内科、アレルギー科 
吉岡 拓也 

宮沢町495-30 
546-0011  

蓮村整形外科内科 整形外科 清水 弘之 田中町2-24-26 545-4312  

平畑整形外科クリニック 整形外科 平畑 昌宏 中神町1169-14 545-8555  

呼吸器機能障害 

 

 

昭島相互診療所 内科 安西 史雄 福島町908-17 545-2712  

昭島病院 呼吸器内科 上原  淳 中神町1260 546-3111  

東京西徳洲会病院 呼吸器外科 渡部 和巨 松原町3-1-1 500-4433  

心臓機能障害 

 

 

 

東京西徳洲会病院 循環器科 堂前  洋 松原町3-1-1 500-4433  

東京西徳洲会病院 心臓血管外科 鈴木 晴郎 松原町3-1-1 500-4433  

東京西徳洲会病院 心臓血管外科 景山 聡一郎 松原町3-1-1 500-4433  

東京西徳洲会病院 心臓血管外科 嶋田 直洋 松原町3-1-1 500-4433  



障害区分 医療機関名 診療科目 医師氏名 所在地 電 話 備考 

心臓機能障害 東京西徳洲会病院 循環器内科 阿多 智之 松原町3-1-1 500-4433  

東京西徳洲会病院 循環器内科 川原 隆道 松原町3-1-1 500-4433  

東京西徳洲会病院 循環器内科 橋冨  裕 松原町3-1-1 500-4433  

しんクリニック 循環器内科 野々山 真樹 中神町1176-17 519-2721  

じん臓機能障害 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ひまわりクリニック 内科 大久保 建 昭和町2-1-14 500-1235  

ひまわりクリニック 内科 吉澤 信行 昭和町2-1-14 500-1235  

大久保内科クリニック 内科 大久保 建 拝島町2-16-17 500-0013  

竹口病院 外科 竹口 甲二 玉川町4-6-32 541-0176  

竹口病院 内科 吉本  航 玉川町4-6-32 541-0176  

東京西徳洲会病院 泌尿器科 小川 由英 松原町3-1-1 500-4433  

東京西徳洲会病院 小児科 香坂 隆夫 松原町3-1-1 500-4433  

東京西徳洲会病院 腎臓内科 真栄里 恭子 松原町3-1-1 500-4433  

東京西徳洲会病院 泌尿器科 鮫島 未央 松原町3-1-1 500-4433  

ぼうこう、直腸機能障害 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

東京西徳洲会病院 泌尿器科 小川 由英 松原町3-1-1 500-4433  

東京西徳洲会病院 泌尿器科 原  秀彦 松原町3-1-1 500-4433  

東京西徳洲会病院 泌尿器科 板谷  直 松原町3-1-1 500-4433  

東京西徳洲会病院 泌尿器科 鮫島 未央 松原町3-1-1 500-4433  

東京西徳洲会病院 泌尿器科 二宮 直紀 松原町3-1-1 500-4433  

東京西徳洲会病院 外科 渡部 和巨 松原町3-1-1 500-4433  

東京西徳洲会病院 外科 飯島 広和 松原町3-1-1 500-4433  

東京西徳洲会病院 外科 野口 芳一 松原町3-1-1 500-4433  

東京西徳洲会病院 外科 髙木 睦郎 松原町3-1-1 500-4433  

東京西徳洲会病院 外科 数納 祐馬 松原町3-1-1 500-4433  

東京西徳洲会病院 消化器外科 賀    亮 松原町3-1-1 500-4433  

うしお病院 外科 潮   真也 武蔵野2-7-12 541-5423  

うしお病院 外科 森川 五竜 武蔵野2-7-12 541-5423  

うしお病院 外科 万本  潤 武蔵野2-7-12 541-5423  

 竹口病院 外科 竹口 甲二 玉川町4-6-32 541-0176  

 田中団地診療所 外科 加藤 孝一郎 田中町3-5-17-103 545-2514  

 昭島病院 外科 菖蒲 洋大 中神町1260 546-3111  

 昭島病院 外科 辻  昌孝 中神町1260 546-3111  

 

 

昭島病院 泌尿器科 小林 堅一郎 中神町1260 546-3111  

あきしま駅前泌尿器科内

科 

泌尿器科、内科、

皮膚科 
青木 悠介 昭和町2-1-6 519-5977  

小腸機能障害 

 

 

昭島病院 外科 菖蒲 洋大 松原町3-1-1 546-3111  

昭島病院 外科 辻  昌孝 中神町1260 546-3111  

東京西徳洲会病院 消化器内科 楠本 秀樹 松原町3-1-1 500-4433  

 東京西徳洲会病院 外科 飯島 広和 松原町3-1-1 500-4433  

 東京西徳洲会病院 外科 髙木 睦郎 松原町3-1-1 500-4433  

 東京西徳洲会病院 外科 数納 祐馬 松原町3-1-1 500-4433  

 東京西徳洲会病院 消化器外科 賀    亮 松原町3-1-1 500-4433  

肝臓機能障害 

 

うしお病院 外科 森川 五竜 武蔵野2-7-12 541-5423  

うしお病院 内科 杉本  大 武蔵野2-7-12 541-5423  

 昭島病院 外科 菖蒲 洋大 中神町1260 546-3111  

 昭島病院 消化器内科 小林 功幸 中神町1260 546-3111  

 東京西徳洲会病院 小児科 香坂 隆夫 松原町3-1-1 500-4433  

 東京西徳洲会病院 消化器内科 小川 哲史 松原町3-1-1 500-4433  

 東京西徳洲会病院 消化器内科 髙島 照弘 松原町3-1-1 500-4433  

 東京西徳洲会病院 
消化器内科 

(肝胆膵内科) 
山本 龍一 松原町3-1-1 500-4433  

聴覚障害 

 

 

昭島駅前耳鼻咽喉科 耳鼻咽喉科 前川  仁 田中町562-8 519-4387  

昭島駅前耳鼻咽喉科 耳鼻咽喉科 粕谷 健人 田中町562-8 519-4387  
昭島駅前耳鼻咽喉科 耳鼻咽喉科 川原 啓祐 田中町562-8 519-4387  
昭島駅前耳鼻咽喉科 耳鼻咽喉科 髙橋 洋一郎 田中町562-8 519-4387  
わたなべ耳鼻咽喉科医院 耳鼻咽喉科 渡邉 秀樹 昭和町4-4-1 543-8288  

 

※東京都以外の医療機関でも身体障害者福祉法第１５条に基づく指定医師であれば診断書を作成で

きます。 


