「爪切り屋」メディカルフットケア JF 協会 フットケア外来リスト

2018.10

東北
病院名

六ヶ所村医療センター

定休日；土・日・祝日

ﾌｯﾄｹｱﾜｰｶｰ名

米田末子

実施日；

連絡先電話

０１７５－７３－７２００（代）

料金；

ホームページ

http://rokkasho.jadecom.or.jp/

住所

青森県上北郡六ヶ所村大字尾駮字野附９８６－４

最寄駅

青い森鉄道 野辺地駅

病院名

弘前記念病院（整形外科専門病院）

定休日；土曜午後・日・祝日

ﾌｯﾄｹｱﾜｰｶｰ名

一戸悦子

実施日；

連絡先電話

０１７２-２８-１２１１（代）

料金；

ホームページ

http://www.hirosaki-kinen.or.jp/index.html

住所

青森県弘前市大字境関字西田５９－１

最寄駅

JR 奥羽本線 弘前駅～車 6 分

病院名

一関市国保藤沢病院

（完全予約制）

定休日；土曜午後．日・祝日

佐藤祐子（火曜） 三浦和子（月・水）

実施日；月・水曜 隔週

ﾌｯﾄｹｱﾜｰｶｰ名
伊藤恒子（月・火・水）

第２・４火曜
料金； 自費 ¥４，３２０

連絡先電話

０１９１－６３－５２１１（代）

ホームページ

http://www.echna.ne.jp/~fmh/

メールアドレス

fujisawa110ke@docomo.ne.jp （伊藤）

住所

岩手県一関市藤沢町藤沢字町裏５２‐２

最寄駅

JR 東北新幹線 一関駅～車で 40 分
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☆変更の可能性もございますので事前にご確認くださいませ。

大船渡線 千厩駅（せんまや）
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関東
病院名

セコメディック病院 フットケア

定休日；土曜午後・日・祝日

ﾌｯﾄｹｱﾜｰｶｰ名

石井裕美子

実施日；月・金曜

連絡先電話

０４７－４５７－９９００

ホームページ

http://secomedic.gr.jp/consultation/foot.html

住所

千葉県船橋市豊富町６９６－１

最寄駅

新京成線 三咲駅より病院行バス

料金； 自費 ¥７，５００
（月・金）

(税込) 相談 ¥３，７８０

津田沼中央総合病院 皮膚科 フットケア外来
病院名

定休日；土曜午後・日・祝日
予約制

ﾌｯﾄｹｱﾜｰｶｰ名

田中紀子

実施日；火曜・水曜午後

連絡先電話

０４７‐４７６‐５１１１（代）

料金；自費 ¥２，７００

ホームページ

http://www.tcgh.jp/dept/medical_unit/expert/footcare/index.php

住所

千葉県習志野市谷津１－９－１７

最寄駅

JR 総武線 津田沼駅 京成線 津田沼駅

水戸糖尿病甲状腺センター

定休日；水曜午後・第５土曜・

病院名
みなみ赤塚クリニック 完全予約制（要電話予約） 日・祝日
実施日；ﾌｯﾄｹｱ外来日
ﾌｯﾄｹｱﾜｰｶｰ名

矢野倉敬子 小泉裕見子

連絡先電話

０２９‐２５７‐６０６０（代）

ホームページ

http://nttbj.itp.nt.jp/0292576060/

住所

茨城県水戸市河和田町４９４０

最寄駅

JR 常磐線 赤塚駅

火木金 土(第 2.4)
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☆変更の可能性もございますので事前にご確認くださいませ。

料金； ¥３，２４０
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病院名

済生会川口総合病院 皮膚科 （予約制）

定休日；土・日・祝日

ﾌｯﾄｹｱﾜｰｶｰ名

大須賀範子 金指幸子 長谷川美和

実施日；火曜午後

連絡先電話

０４８‐２５３‐１５５１（代）

料金； ￥３，０００

ホームページ

http://www.saiseikai.gr.jp/section/hifuka.html

住所

埼玉県川口市西川口５－１１－５

最寄駅

JR 京浜東北線 西川口駅

病院名

牧野記念病院

ﾌｯﾄｹｱﾜｰｶｰ名

鳥居千代子

実施日；火・水曜

連絡先電話

０４５‐９３３‐４１１１

料金； 保険

ホームページ

http://www.tmg.or.jp/makinohp/

住所

神奈川県横浜市緑区鴨居２－２１－１１

最寄駅

JR 横浜線 鴨居駅

皮膚科火曜日 形成外科水曜日

定休日；土曜午後・日・祝日

銀座よしえクリニック銀座本院
病院名

定休日；祝祭日
メディカルフットケア （要電話予約）

ﾌｯﾄｹｱﾜｰｶｰ名

鮫島久美子

実施日；

連絡先電話

０１２０－３９８－８８５

料金； 自費

ホームページ

http://www.ginzabiyou.com/ginza/

住所

東京都中央区銀座６－９－８銀座ＵＫビル 4・8 階

最寄駅

東京メトロ日比谷線 銀座駅

東京医科歯科大学医学部付属病院皮膚科
病院名

定休日；土・日・祝日
フットケア外来（受診後予約制 要紹介状）

ﾌｯﾄｹｱﾜｰｶｰ名

本林麻紀子

実施日；金曜午後

連絡先電話

問い合わせ ０３―５８０３―４１３１

料金； 自費 ￥３，２４０

ホームページ

http://www.tmd.ac.jp/med/derm/5footcare/footcare.html

住所

東京都文京区湯島１－５－４５

最寄駅

JR 中央線及び東京メトロ丸ノ内線 御茶ノ水駅
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☆変更の可能性もございますので事前にご確認くださいませ。
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中部
菰野(こもの)厚生病院 皮膚科 外科
病院名

定休日；土・日・祝日
在宅訪問可

ﾌｯﾄｹｱﾜｰｶｰ名

山田直美

実施日；

０５９‐３９３‐１２１２(病院)
連絡先電話

料金； 保険
０８０‐５１１１‐７０７０(山田)

ホームページ

http://www.miekosei.or.jp/3_kkh/

住所

三重県三重郡菰野町福村７５

最寄駅

近鉄湯の山線 菰野駅から徒歩３分

伊勢赤十字病院

糖代謝内科

病院名

定休日；土・日・祝日
糖尿病で外来通院中の方のみ （要予約）

ﾌｯﾄｹｱﾜｰｶｰ名

山村真紀

実施日；木曜のみ

連絡先電話

０５９６－２８－２１７１（代）

料金；

ホームページ

http://www.ise.jrc.or.jp/nurse/n0507.html

住所

三重県伊勢市船江１‐４７１－２

最寄駅

JR 参宮線及び近鉄 伊勢市駅

九州
病院名

有吉病院 （要予約）

定休日；日・祝日午後

ﾌｯﾄｹｱﾜｰｶｰ名

宮川晴妃

実施日； 第３月曜

連絡先電話

０９４９‐３３‐３０２０(代)

料金；

ホームページ

http://ariyoshi-hp.jp/

住所

福岡県宮若市上有木３９７－１

最寄駅

JR 赤間駅 車で２０分

4
☆変更の可能性もございますので事前にご確認くださいませ。

