№

医療機関名

所在地
池上2-7-10

電話番号

1

松井病院

(3752)1111

2

いけがみ耳鼻咽喉科クリニック 池上3-30-17

（5700)6733

3

池上仲通りクリニック

池上3-32-17

(5747)6161

4

池上幸仁診療所

池上4-3-3

(3752)2906

5

原本クリニック

池上4-9-5

(3754)0039

6

中里医院

池上4-26-6

(3751)0036

7

高野医院

池上5-3-18

（3751）3913

8

酒井医院

池上5-7-4

(3751)1311

9

川田医院

池上6-1-8

(5700)0051

10 池上総合病院

池上6-1-19

(3752)3151

11 水野内科クリニック

池上6-21-12 ワキタビル2Ｆ

(5747)6300

12 さくらクリニック

池上7-1-12 1Ｆ

(6410)3731

13 池上メディカルクリニック

池上7-6-5 ボニータビル４階

14 阿部クリニック

池上7-10-5

(3751)3235

15 かげ山小児科

池上7-14-11

(3752)8182

16 大森内科ハートクリニック

大森北1-8-13 カスタリア大森Ⅱ-２階

(5753)7221

17 植村小児科内科

大森北1-32-8 黒沼ビル1F

(3765)0305

18 牧田総合病院

大森北1-34-6

(3762)4671

19 北條医院

大森北3-4-5

(3768)0066

20 さたけクリニック

大森北4-10-2

（3761）5419

21 下重医院

大森北4-18-8

(3761)2645

22 産婦人科野口医院

大森北4-25-5

(3761)1331

23 平和島医院

大森北6-14-10 池田ビル2F

(5753)5050

24 古川医院

大森北6-23-25

(3761)3023

25 しん平和島クリニック

大森北6-26-28 2F

（3766）8155

26 わかば小児科クリニック

大森中1-14-1

(5763)0508

27 大西医院

大森中1-18-6

（3761）6044

28 大田病院附属大森中診療所

大森中1-22-2

(6404)2301

29 済生診療所

大森中2-7-16

(3762)7676

30 前村医院

大森中2-19-17

（3761）3955

050(1304)4035

31 宮下クリニック

大森中3-35-9

(5764)1003

32 三留クリニック

大森西1-16-10

(3762)0011

33 ふじみクリニック

大森西3-1-38

(5493)5252

34 マチノマ大森内科クリニック

大森西3-1-38

(5471)5556

35 関根医院

大森西3-9-19

(3761)3901

36 杉崎医院

大森西3-12-21

(3761)4961

37 長山医院

大森西3-17-7

(3761)6867

38 大矢クリニック

大森西4-16-13

(3767)1801

39 いわた循環器科内科

大森西5-5-1 サニーガーデン1F

(5767)1105

40 片桐医院

大森西5-23-11

(3761)3948

39 鈴木クリニック

大森西5-25-11 ｳﾞｨﾗ・ｸﾞﾗﾉｰﾊﾞ2F

(3765)9400

42 とくやすクリニック

大森西6-13-16 MKビル3F

(5753)0888

43 梅屋敷診療所

大森西6-15-16

(3761)8808

44 ささもとクリニック

大森西6-15-18

(5767)0303

45 亀山医院

大森西7-6-4

（3762）4683

46 城南大森西クリニック

大森西7-7-16-1F

（3768）3000

47 田中医院

大森東1-35-4-102

(3766)3766

48 溝谷医院

大森東2-1-4

(3763)7371

49 大矢医院

大森東2-15-8

(3761)7155

50 名和医院

大森本町2-25-28

(3761)6257

51 髙橋医院

大森南3-24-10

(3741)9346

52 東京労災病院

大森南4-13-21

(3742)7301

53 せき山王クリニック

山王1-4-6 ﾊﾟｰｸ山王2F 201号室

(6303)8161

54 伊藤医院

山王1-42-5

(3775)3388

55 栗原クリニック

山王2-1-7 神興大森ビル2F

(5709)7677

56 山王内科クリニック

山王2-3-13 シオカワビル4F

(5743)5701

57 山王山手ビルクリニック

山王2-5-9 山手ビル6F

(5746)1190

58 Ｋクリニック山王

山王2-19-2

(5718)0808

59 とちぎクリニック

山王2-19-8

(3777)7712

60 じゅんせいクリニック

山王2-37-3

(3772)5087

61 本田英比古クリニック

山王3-17-11

（5718）0077

62 鈴木内科医院

山王3-29-1

(3772)1853

63 井上小児科医院

山王3-30-2

(3771)2514

64 小関医院

山王4-16-17

(3774)7011

65 観音通り中央医院

中央3-15-16

(3775)0281

66 松本医院

中央4-25-11

(3771)6648

67 大森赤十字病院

中央4-30-1

(3775)3111

68 おおはら消化器内科クリニック

中央4-32-7

(5718)3033

69 かぶらきクリニック

中央4-36-6

(5709)7070

70 久保山医院

中央5-6-5

(3752)0006

71 荒井クリニック

中央7-15-14-102

（3751）0390

72 よぎ医院

中央8-1-5

(3751)0883

73 金子クリニック

中馬込1-1-20

(3777)1201

74 馬込中央診療所

中馬込1-5-8

(3775)5631

75 中馬込おがわ内科

中馬込2-7-10

(6410)7196

76 ファミリークリニック馬込

中馬込2-26-15

(3773)9168

77 馬込橋医院

中馬込3-26-8

(3771)3509

78 まごめクリニック

西馬込2-2-5 ﾌﾗﾜｰﾊｲﾑⅠ-2F

(5718)1085

79 すずきクリニック

南馬込2-25-3

(3773)7311

80 サカウエ診療所

南馬込3-8-29

(3771)3956

81 渕上医院

南馬込3-36-12

(3772)3013

82 正林医院

南馬込4-9-7

(3771)5158

83 斎藤医院

南馬込5-26-7

(3772)2791

84 西馬込あくつ耳鼻咽喉科

南馬込5-40-7 西馬込ﾒﾃﾞｨｶﾙﾋﾞﾚｯｼﾞ３階

(6417）1855

85 藤井内科クリニック

南馬込6-1-8

(3774)0633

86 南馬込内科循環器クリニック

南馬込6-21-3

(3772)7321

87 森瀬医院

南馬込6-22-9

(3771)2301

88 まごめ内科・腎クリニック

南馬込5-27-13

（6429）8191

