№

医療機関名

所在地

電話番号

1 緒方医院

池上7-28-19

(3758)2882

2 京浜病院

大森南1-14-13

(3741)6721

3 はせがわクリニック

千鳥2-27-22

(5732)5222

4 東京ちどり病院

千鳥2-39-10

(3758)2671

5 藤川クリニック

千鳥3-7-2

(5732)3200

6 城南チャイルドゼネラルクリニック

蒲田1-7-14

（3733）1188

7 梅屋敷内科クリニック

大森西6-11-21-101

(5763)5634

8 田辺クリニック

蒲田4-15-8 5F

(5744)3630

9 かまた内科糖尿病クリニック

蒲田4-29-2

(3735)1600

10 川村小児科医院

蒲田4-38-2

(3732)0300

11 沢井医院

蒲田5-9-19

(3731)6677

12 伊藤メディカルクリニック

蒲田5-27-10 3F

(3731)2122

13 蒲田内科クリニック
キネマアートクリニック
14
※婦人科ｸﾘﾆｯｸにつき原則女性のみ
15 常泉クリニック
としこﾚﾃﾞｨｰｽクリニック
16
※女性のみ
17 増田外科

蒲田5-28-18 2F

(6715)7337

蒲田5-28-18

(5480)1940

3F

蒲田5-40-3 月村ビル5F

（5711）6521

蒲田5-40-7 大塚ビル2F

(5711)7373

蒲田本町1-4-8

（3732）0877

18 東蒲田診療所

東蒲田2-3-3

(3739)1915

19 久保田医院

東蒲田2-30-14

(3731)4192

20 菊地内科医院

西蒲田1-9-18

(3753)0628

21 山下医院

西蒲田5-12-10

(3734)6661

22 三光クリニック

西蒲田5-27-12

(3735)5581

23 秋田医院

西蒲田6-10-8

(3733)0555

24 しんクリニック

西蒲田7-5-11 ツユキビル4F

(3738)1112

25 吉田ハートクリニック

西蒲田7-9-3

(3731)2302

26 東京蒲田病院

西蒲田7-10-1

(3733)0525

27 ほりクリニック

西蒲田7-12-6 101

(3731)3108

28 はすぬまクリニック

西蒲田7-12-6 102

(3738)5301

29 しのはらクリニック

西蒲田7-44-6 2F

(3737)4114

30 あかだクリニック

西蒲田7-50-2 西蒲田ロイヤルハイツ1F

（3732）3711

31 三光クリニック蒲田駅前院

西蒲田8-1-5-202

（6424）5368

32 東京蒲田医療センター

南蒲田2-19-2

(3738)8221

33 宮元通りクリニック

新蒲田2-19-18 1F

(3730)2500

34 まるこハート内科クリニック

下丸子1-12-4

（3750）3311

35 多摩おやこクリニック

下丸子3-8-8 2F

(6715)2223

36 井出内科クリニック

下丸子3-13-11

(3757)2484

37 目蒲病院附属メカマクリニック

下丸子3-22-13

(3758)2356

38 目蒲病院

下丸子3-23-3

(3759)8888

39 井上メディカルクリニック

下丸子4-21-13-2F

(3756)6278

40 ヨコヤマクリニック

仲六郷1-56-10

(3733)4771

41 依田クリニック

仲六郷2-15-6

(5714)0221

42 岩田耳鼻咽喉科

仲六郷2-16-3

(3735)1787

43 雑色皮フ科

仲六郷2-29-3

(3733)1147

44 つぼた内科眼科クリニック

仲六郷2-44-15

(3731)7772

45 ぞうしきこどもクリニック

仲六郷2-45-16

(3733)2288

46 みやはら内科外科クリニック

仲六郷3-5-2

(6424)9838

47 よこがわクリニック

仲六郷3-7-8

(5710)6777

48 すずきフレンドシップクリニック

仲六郷4-16-12

（6424）9900

49 六郷こどもクリニック

仲六郷4-19-2

（5480）5088

50 六郷クリニック

仲六郷4-21-1

(5714)8088

51 みうら健内科クリニック

東六郷1-26-13 1Ｆ

(3736)4136

52 京浜診療所

東六郷1-27-4

(3734)7288

53 みらいメディカルクリニック西六郷

西六郷1-18-11

(5711)7105

54 森岡小児科医院

西六郷1-19-15

(3738)5918

55 蒲田医師会立西六郷診療所

西六郷3-1-7

(6428）6855

56 すずき内科クリニック

南六郷2-34-1

(5710)2311

57 糀谷医院

東糀谷2-7-6

(3741)0859

58 医療法人社団 信愛会 鎌田医院

東糀谷2-7-16

(3741)0662

59 髙野病院

東糀谷3-3-24

(3741)0011

60 中央医院

西糀谷1-8-7

(3741)8877

61 宇部内科小児科医院

西糀谷1-13-14

(3742)0818

62 あきた内科クリニック

西糀谷2-9-4 医療モール美園1F

(5737)5250

63 渡邉医院

西糀谷2-24-4

(3741)2531

64 大鳥居医院

西糀谷3-8-16

(3741)0118

65 横川医院

西糀谷4-9-24

(3741)5567

66 糀谷皮膚科

西糀谷4-21-4 1F

(3743)1066

67 ナグモ医院

西糀谷4-21-16

(3742)0556

68 糀谷こどもクリニック

西糀谷4-29-16-106

（3765）6688

69 原口小児科クリニック

北糀谷1-11-8 1Ｆ

（3742）1517

70 広浜内科クリニック

矢口1-6-17 101

(5741)8333

71 黒田医院

矢口1-13-9

(3759)3305

72 むさし新田クリニック

矢口1-16-17-1F

(3758)5103

73 加藤内科小児科医院

矢口1-19-25

(3759)6169

74 新田セントラル内科クリニック

矢口1-20-19

(5741)2777

75 本多病院

東矢口1-17-15

(3732)2331

76 安方クリニック

東矢口2-10-12

(3758)8357

77 野溝医院

東矢口2-17-13

(3759)2717

78 協愛医院

東矢口3-17-6

(3731)3693

79 松坂医院

萩中1-6-28

(3741)0985

80 萩中ハートフルクリニック

萩中1-9-16

（3745）0810

81 羽田とうまクリニック

萩中2-2-3 ヨシオカビル1F・2F

(5735)7810

82 たかはし耳鼻咽喉科

萩中2-7-10 1F

(5736)4187

83 萩中診療所

萩中2-9-15

(3742)2477

84 医療法人社団 渡辺病院

羽田1-5-16

(3741)0223

85 山縣医院

羽田1-6-14

(3741)1981

86 尾野メディカルクリニック

羽田2-5-1

(6715)1215

87 山田医院

羽田2-22-3

(3741)2258

88 羽田バス通りクリニック

羽田3-3-13 1F

(5735)0808

89 穴守診療所

羽田5-1-8

(3742)9873

90 神川小児科クリニック

本羽田1-6-22

(3741)5005

91 ふじたに耳鼻咽喉科クリニック

多摩川1-5-15

(3759)3739

92 大川こども内科ｸﾘﾆｯｸ

多摩川1-6-16

(3758)0920

93 北原内科・外科ｸﾘﾆｯｸ

多摩川1-21-6-1F

(6715)0745

94 若草クリニック

多摩川1-26-21

(3759)6325

95 あらい内科・脳神経クリニック

東糀谷1-14-15 1F

(5736)1091

96 牧田総合病院

西蒲田8-20-1

(6428)7500

