大田区内の病院

2021年7月1日 現在

施設名称

住所

電話番号

標榜診療科目名

大田病院

大森東四丁目4番14号

3762-8421

内科 小児科 精神科 神経内科 呼吸器科 胃腸科 循環
器科 外科 整形外科 皮膚科 泌尿器科 リハビリテーショ
ン科 肛門科 婦人科 眼科 耳鼻咽喉科 麻酔科

新京浜病院

大森南一丁目2番19号

3745-3631

内科 リハビリテーション科

京浜病院

大森南一丁目14番13号

3741-6721

内科 外科 整形外科 脳神経外科 リハビリテーション科
皮膚科 精神科

東京労災病院

大森南四丁目13番21号

3742-7301~7

内科 精神科 脳神経内科 循環器科 小児科 外科 整形
外科 形成外科 脳神経外科 皮膚科 泌尿器科 産婦人科
眼科 耳鼻いんこう科 リハビリテーション科 麻酔科 放射
線診断科 放射線治療科 病理診断科

蒲田リハビリテーション病
院

大森西四丁目14番5号

5767-7100

リハビリテーション科

東邦大学医療センター大
森病院

大森西六丁目11番1号

3762-4151

内科 心療内科 精神科 呼吸器科 消化器科 循環器科
リウマチ科 小児科 外科 整形外科 形成外科 脳神経外
科 呼吸器外科 心臓血管外科 小児外科 皮膚科 泌尿器
科 産科 婦人科 眼科 耳鼻咽喉科 リハビリテーション科
放射線科 麻酔科 歯科口腔外科 アレルギー科 性病科
肛門科美容外科気管食道科 歯科 病理診断科 脳神経
内科

大森山王病院

山王三丁目9番6号

3775-7711

内科 リハビリテーション科 老年内科

大森赤十字病院

中央四丁目30番1号

3775-3111

呼吸器内科 循環器内科 消化器内科 血液内科 糖尿
病･内分泌内科 腎臓内科 神経内科 外科 呼吸器外科
心臓血管外科 整形外科 脳神経外科 麻酔科 精神科 小
児科 皮膚科 泌尿器科 産科 婦人科 眼科 耳鼻いんこう
科 リハビリテーション科 放射線科 救急科

松井病院

池上二丁目7番10号

3752-1111

内科 呼吸器内科 循環器内科 消化器内科 外科 消化器
外科 肛門外科 整形外科 皮膚科 婦人科 眼科 リハビリ
テーション科 腎臓内科 脳神経外科

池上総合病院

池上六丁目1番19号

3752-3151

内科 循環器内科 消化器内科 呼吸器内科 神経内科 腎
臓内科 糖尿病･内分泌内科 外科 整形外科 脳神経外科
眼科 泌尿器科 婦人科 耳鼻咽喉科 放射線科 麻酔科
歯科口腔外科 リハビリテーション科 呼吸器外科 皮膚科
リウマチ科 心臓血管外科 救急科 病理診断科 乳腺外
科

田園調布中央病院

田園調布二丁目43番1号

3721-7121

外科 消化器科 内科 呼吸器科 整形外科 眼科 皮膚科
形成外科 肛門科 麻酔科 呼吸器外科 リハビリテーショ
ン科 脳神経外科 乳腺外科

東京ちどり病院

千鳥二丁目39番10号

3758-2671~3

外科 呼吸器外科 整形外科 内科 消化器内科 循環
器内科 皮膚科 神経内科 放射線科 リハビリテーション
科

昭和大学歯科病院

北千束二丁目1番1号

3787-1151

歯科 矯正歯科 小児歯科 歯科口腔外科
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施設名称

住所

電話番号

標榜診療科目名

東急病院

北千束三丁目27番2号

3718-3331

内科 消化器･肝臓内科 腎臓･透析内科 糖尿病内科 循
環器内科 呼吸器内科 神経内科 心療内科 外科 消化器
外科 肛門外科 整形外科 脳神経外科 泌尿器科 皮膚科
眼科 耳鼻いんこう科 精神科 リハビリテーション科 麻酔
科 放射線科 婦人科

荏原病院

東雪谷四丁目5番10号

5734-8000

内科 循環器内科 神経内科 精神科 小児科 リハビリ
テーション科 皮膚科 放射線科 感染症内科 外科 乳腺
外科 整形外科 脳神経外科 形成外科 泌尿器科 産婦人
科 眼科 耳鼻いんこう科 歯科口腔外科 麻酔科 病理診
断科 消化器外科

高野病院

東糀谷三丁目3番24号

3741-0011

内科 胃腸科 外科 整形外科 脳神経外科 皮膚科 リハビ
リテーション科 眼科

渡辺病院

羽田一丁目5番16号

3741-0223

内科 小児科 外科 整形外科 泌尿器科 リハビリテーショ
ン科 乳腺外科

目蒲病院

下丸子三丁目23番3号

3759-8888

内科 呼吸器内科 循環器内科 神経内科 糖尿病･代謝内
科 整形外科 外科 リウマチ科 ペインクリニック整形外科
リハビリテーション科

本多病院

東矢口一丁目17番15号

3732-2331

内科 整形外科 リハビリテーション科 眼科 消化器内科
糖尿病内科 神経内科 呼吸器内科 循環器内科 小児科

南晴病院

南蒲田一丁目5番15号

3734-0805

精神科

東京蒲田医療センター

南蒲田二丁目19番2号

3738-8221

内科 消化器内科 外科 整形外科 脳神経外科 皮膚科
泌尿器科 産婦人科 眼科 耳鼻いんこう科 リハビリテー
ション科 放射線科 麻酔科 歯科口腔外科

糀谷病院

南蒲田三丁目3番15号

3745-2354~5

内科 リハビリテーション科 放射線科

牧田リハビリテーション病
院

西蒲田四丁目22番1号

5748-5020

内科 リハビリテーション科

東京蒲田病院

西蒲田七丁目10番1号

3733-0525

内科 循環器内科 泌尿器科 整形外科 消化器内科 リハ
ビリテーション科 呼吸器内科 心臓血管外科 腎臓内科
(人工透析)

牧田総合病院

西蒲田八丁目20番1号

6428-7500

内科 呼吸器内科 循環器内科 消化器内科 糖尿病内科
内分泌内科 神経内科 腎臓内科 人工透析内科 外科
呼吸器外科 消化器外科 乳腺外科 肛門外科 整形外科
脳神経外科 形成外科 精神科 皮膚科 泌尿器科 産婦人
科 眼科 耳鼻いんこう科 リハビリテーション科 放射線科
病理診断科 救急科 麻酔科 歯科 歯科口腔外科 小児科

若葉眼科病院

蒲田四丁目22番11号

3734-6651

眼科
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