大田区内の耳鼻咽喉科を標榜している病院、診療所

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

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

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

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

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

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

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

みはら耳鼻咽喉科・アレル
ギー科

大森東一丁目6番8号宮
坂ビル2F

5753-0556

耳鼻いんこう科 アレルギー科 小児科
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施設名称

住所

電話番号

標榜診療科目名

藤田耳鼻咽喉科

大森南二丁目5番18号ア
ストラル大森南102

3742-4122

耳鼻咽喉科

大森中診療所

大森中一丁目22番2号

6404-2301

内科 小児科 心療内科 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 肛門
科 婦人科 眼科 耳鼻咽喉科

池田耳鼻咽喉科医院

大森西三丁目21番13号 2 3761-0792
階

耳鼻咽喉科(気管食道) 耳鼻咽喉科(小児) 内科 小児科

マチノマ耳鼻咽喉科大森

大森西三丁目1番38号マ
チノマ大森3階

5763-5173

耳鼻咽喉科 小児耳鼻咽喉科 アレルギー科 気管食
道・耳鼻咽喉科

小林耳鼻咽喉科医院

大森北一丁目34番10号

3761-1779

耳鼻咽喉科

千葉医院

大森北五丁目12番10号

3761-8841

外科 耳鼻咽喉科 胃腸内科 アレルギー科

竹内医院

大森北六丁目2番7号

3761-7450

耳鼻咽喉科

山王耳鼻咽喉科

山王二丁目1番7号 神興
大森ビル2階1号室

5743-3300

耳鼻咽喉科

西馬込あくつ耳鼻咽喉科

南馬込五丁目40番1号西
馬込メディカルビレッジ3
階

6417-1855

耳鼻いんこう科 アレルギー科 小児科

南馬込おかばやし耳鼻咽
喉科

南馬込六丁目4番23号
ファミネス梅田1階

6417-1368

耳鼻咽喉科 小児耳鼻咽喉科 アレルギー科 小児科

なつめ耳鼻咽喉科

北馬込二丁目3番5号荏
原町ｸﾘﾆｯｸﾋﾞﾚｯｼﾞ1階

3772-9713

耳鼻いんこう科 アレルギー科

宮下耳鼻咽喉科医院

中央四丁目36番6号

6429-8172

耳鼻いんこう科 麻酔科

黒崎耳鼻科皮膚科クリニッ
ク

中央八丁目29番7号

5747-4133

アレルギー科 皮膚科 耳鼻咽喉科

いけがみ耳鼻咽喉科クリ
ニック

池上三丁目30番17号

5700-6733

耳鼻いんこう科 小児科

さくらクリニック

池上七丁目1番12号 第2
湯川ビル1階

6410-3731

アレルギー科 気管食道内科 耳鼻いんこう科 小児科

にしじま耳鼻咽喉科

東嶺町30番17号 河津ビ
ル2階201

5732-3387

耳鼻いんこう科、アレルギー科

田園調布耳鼻咽喉科医院

田園調布二丁目22番3号

3722-8733

耳鼻咽喉科 小児耳鼻咽喉科 アレルギー科

藤田記念耳鼻咽喉科

田園調布二丁目34番22
号

3721-2832

耳鼻咽喉科
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施設名称

住所

電話番号

標榜診療科目名

矢後耳鼻咽喉科医院

鵜の木二丁目16番2号

3750-3607

耳鼻咽喉科 気管食道科

岡田耳鼻咽喉科クリニック

鵜の木二丁目15番1号リ
バーフロントビル2階

5732-2112

耳鼻いんこう科 小児科 頭頸部外科

くがはら耳鼻咽喉科

南久が原二丁目11番10
号 ＭＤビル地下1階

5741-3301

耳鼻いんこう科 アレルギー科

野原耳鼻咽喉科医院

南久が原二丁目10番6号

3750-0867

耳鼻咽喉科

多田耳鼻咽喉科医院

久が原五丁目11番14号

3752-0501

耳鼻咽喉科

いまい耳鼻咽喉科

南千束三丁目18番12号

3726-3387

耳鼻咽喉科

くどう耳鼻咽喉科

北千束一丁目50番17号
相川ビル101号室

5726-3387

耳鼻いんこう科

大岡山駅前クリニック

北千束三丁目31番7号 ビ
ルド北上１階

3748-4187

小児科 アレルギー科 耳鼻咽喉科 気管食道科

内山耳鼻咽喉科

東雪谷二丁目14番11号

3748-3099

耳鼻咽喉科

鈴木耳鼻咽喉科クリニック

南雪谷二丁目20番10号

3729-8733

耳鼻咽喉科 気管食道科

李耳鼻咽喉科

南雪谷三丁目19番2号

3727-3387

耳鼻咽喉科

耳鼻咽喉科 光吉医院

上池台一丁目17番11号

3729-3757

耳鼻咽喉科

関耳鼻咽喉科医院

上池台一丁目50番1号

3729-5248

耳鼻咽喉科

吉村小児科医院

上池台二丁目29番3号

3728-8072

内科 小児科 耳鼻咽喉科

くわはら耳鼻咽喉科クリ
ニック

上池台五丁目32番4号 1
階

5754-8733

耳鼻いんこう科

えの本耳鼻咽喉科医院

東糀谷二丁目13番9号
コーポダイシュウ１Ｆ

6666-1270

小児科 耳鼻咽喉科

耳鼻科 土井医院

西糀谷一丁目20番3号

3742-0538

耳鼻咽喉科

たかはし耳鼻咽喉科

萩中二丁目7番10号

5736-4187

内科 小児科 耳鼻咽喉科

かつた耳鼻咽喉科医院

南六郷二丁目25番13号

3738-2334

耳鼻咽喉科

岩田耳鼻咽喉科

仲六郷二丁目16番3号

3735-1787

内科 小児科 アレルギー科 耳鼻咽喉科 気管食道科

ぞうしきこどもクリニック

仲六郷二丁目45番16号

3733-2288

小児科 アレルギー科 小児耳鼻いんこう科 小児皮膚科
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施設名称

住所

電話番号

標榜診療科目名

おおつか耳鼻咽喉科クリ
ニック

下丸子三丁目17番8号サ
ンブライアンスハイツ１Ｆ

3750-9123

耳鼻咽喉科

いしがき耳鼻咽喉科クリ
ニック

矢口一丁目19番5号エス
ポワール矢口1F

3757-3387

耳鼻咽喉科 アレルギー科 小児耳鼻咽喉科

都川耳鼻咽喉科

東矢口一丁目16番21号 1 3730-6918
階

耳鼻咽喉科 アレルギー科 小児科

ふじたに耳鼻咽喉科クリ
ニック

多摩川一丁目5番15号

3759-3739

耳鼻いんこう科 小児科

テクノポートクリニック

南蒲田二丁目16番1号ﾄｷ
ﾒｯｸﾋﾞﾙﾃﾞｨﾝｸﾞ別館2F

5703-5522

内科 胃腸科 外科 整形外科 リハビリテーション科 耳鼻
咽喉科 放射線科

おばた整形外科耳鼻咽喉
科クリニック

西蒲田四丁目30番19号

5700-0788

内科 整形外科 皮膚科 リハビリテーション科 耳鼻咽喉
科

ほりクリニック

西蒲田七丁目12番6号
101

3731-3108

耳鼻咽喉科 心療内科

蒲田西口耳鼻咽喉科・めま
いクリニック

西蒲田七丁目44番6号パ
シフィックタワー4F

3733-8733

耳鼻いんこう科

かわいクリニック

西蒲田八丁目4番4号 岸・ 5710-8021
東海ビル5階

内科 呼吸器内科 循環器内科 消化器内科 精神科 アレ
ルギー科 皮膚科 神経内科 耳鼻いんこう科

てらお耳鼻咽喉科

蒲田四丁目1番1号 エク
セルダイア蒲田ネクスト2
Ｆ

3734-4133

耳鼻いんこう科

浅賀耳鼻咽喉科医院

蒲田四丁目43番17号

3734-3328

耳鼻咽喉科

蒲田いだ耳鼻咽喉科

蒲田五丁目28番7号 アー
バンソレイユ1階～2階

3735-3387

耳鼻いんこう科 小児耳鼻いんこう科 アレルギー科
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