
医療機関名 住所 電話

あいらんどクリニック 大田区蒲田本町2-23-6 6715-7988

あきた内科クリニック 大田区西糀谷2-9-4　医療モール美園１Ｆ 5737-5250

穴守診療所 大田区羽田5-1-8 3742-9873

有川医院 大田区南蒲田2-8-24 3731-3409

井出内科クリニック 大田区下丸子3-13-11 3757-2484

医療法人社団信愛会　鎌田医院 大田区東糀谷2-7-16 3741-0662

岩崎内科クリニック 大田区多摩川1-23-8 3759-3771

大江医院 大田区仲六郷2-44-12 3731-4768

岡崎医院 大田区西蒲田4-16-10 3753-5028

おばら消化器・肛門クリニック 大田区矢口2-11-23 3750-8218

女塚診療所 大田区西蒲田4-33-2 3755-5571

河上クリニック 大田区蒲田2-2-13 3732-2831

北原内科・外科クリニック 大田区多摩川1-21-6　ハイライズ新倉１Ｆ 6715-0745

きはら整形外科 大田区下丸子3-13-7 5482-0398

木村病院 大田区千鳥2-39-10 3758-2671

協愛医院 大田区東矢口3-17-6 3731-3693

清野医院 大田区西六郷2-27-17 3731-1208

京浜診療所 大田区東六郷1-27-4 3734-7288

糀谷クリニック 大田区東糀谷2-7-7 3742-2057

糀谷病院 大田区南蒲田3-3-15 3745-2354

古賀医院 大田区下丸子3-8-5 3750-6220

さかき整形外科クリニック 大田区萩中2-8-10　ポンテドゥーエ２Ｆ 5735-3535

さくらい医院 大田区西六郷1-12-5 5744-8571

三光クリニック 大田区西蒲田5-27-12 3735-5581

幸和病院 大田区萩中3-29-5 3745-3800

すずき内科クリニック 大田区南六郷2-34-1 5710-2311

すずきフレンドシップクリニック 大田区仲六郷4－16－12　マルハンウェルネス１Ｆ 6424-9900

田辺クリニック 大田区蒲田4-16-2　京浜センタービル２Ｆ 5744-3630

常田内科外科整形外科 大田区西蒲田7-60-6 3733-8851

野溝医院 大田区東矢口2-17-13 3759-2717

橋本医院 大田区西蒲田5-11-17 3731-4151

はすぬまクリニック 大田区西蒲田7-12-6-102 3738-5301

はせがわクリニック 大田区千鳥2-27-22　メゾン純泉1F 5732-5222

羽生医院 大田区蒲田1-9-11 3731-3361

羽田整形形成外科 大田区羽田6-19-8 3745-6060

ひだまりクリニック 大田区仲六郷1-29-6　富屋ビル１Ｆ 5711-7105

ファミリック診療所 大田区下丸子2-13-4 5741-3717

藤倉医院 大田区南蒲田1-3-12 3731-5938

藤村クリニック 大田区南蒲田1-1-23　ファインクレスト羽鳥２０３ 3733-1345

増田外科 大田区蒲田本町1-4-8 3732-0877

みやはら内科外科クリニック 大田区仲六郷3-5-2 6424-9838

宮元通りクリニック 大田区新蒲田2-19-18　１Ｆ 3730-2500

森岡小児科医院 大田区西六郷1-19-15 3738-5918
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矢口みどりクリニック 大田区矢口2-21-3 6808-7503

安方クリニック 大田区東矢口2-10-12 3758-8357

山縣医院 大田区羽田1-6-14 3741-1981

吉田ハートクリニック 大田区西蒲田7-9-3 3731-2302

若草クリニック 大田区多摩川1-26-21 3759-6325

渡辺病院 大田区羽田1-5-16 3741-0223

北條医院 大田区大森北3-4-5 3768-0066

芳賀医院 大田区大森北3-22-19 3761-7461

下重医院 大田区大森北4-18-8 3761-2645

平和島医院 大田区大森北6-14-10 5753-5050

ゴトウ医院 大田区大森北6-26-2855　クリニックビル5F 5763-0888

大恵クリニック 大田区大森本町2-13-3 3764-5600

名和医院 大田区大森本町2-25-28 3761-6257

三留クリニック 大田区大森西1-16-10 3762-0011

杉崎医院 大田区大森西3-12-21 3761-4961

長山医院 大田区大森西3-17-7 3761-6867

片桐医院 大田区大森西5-23-11 3761-3948

ささもとクリニック 大田区大森西6-15-18 5767-0303

亀山医院 大田区大森西7-6-4 3762-4683

城南タカ診療所 大田区大森西7-7-16　城南医療ビル1F 5753-2350

大西医院 大田区大森中1-18-6 3761-6044

アイメディカルクリニック 大田区大森中2-15-7 3761-2079

前村医院 大田区大森中2-19-17 3761-3955

溝谷医院 大田区大森東2-1-4 3763-7371

髙橋医院 大田区大森南3-24-10 3741-9346

塩崎内科医院 大田区山王1-25-19 3771-9632

山王内科クリニック 大田区山王2-3-13　シオカワビル4F 5743-5701

Ｋクリニック山王 大田区山王2-19-2 5718-0808

じゅんせいクリニック 大田区山王2-37-3 3772-5087

鈴木内科医院 大田区山王3-29-1 3772-1853

安島医院 大田区中央2-7-3　エルミ大森中央101 3773-6688

観音通り中央医院 大田区中央3-15-16 3775-0281

松本医院 大田区中央4-25-11 3771-6648

おおはら消化器内科クリニック 大田区中央4-32-7 5718-3033

和田クリニック 大田区中央4-36-3 5743-7455

久保山医院 大田区中央5-6-5 3752-0006

秋田医院 大田区中央7-10-7 3771-2882

サカウエ診療所 大田区南馬込3-8-29 3771-3956

東馬込しば整形外科 大田区東馬込1-19-3 5718-8811

いしはら医院 大田区東馬込1-46-12 3771-5804

まごめクリニック 大田区西馬込2-2-5　フラワーハイムⅠ-202 5718-1085

馬込中央診療所 大田区中馬込1-5-8 3775-5631

中馬込おがわ内科 大田区中馬込2-7-10 6410-7196

馬込橋医院 大田区中馬込3-26-8 3771-3509

よぎ医院 大田区中央8-1-5 3751-0883

和田診療所 大田区池上3-29-2 3752-4871

高野医院 大田区池上5-3-18 3751-3913
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池上仲通りクリニック 大田区池上3-32-17 5747-6161

池上幸仁診療所 大田区池上4-3-3 3752-2906

水野内科クリニック 大田区池上6-21-12　ワキタビル2Ｆ 5747-6300

小松内科小児科クリニック 大田区池上7-6-10　ビクトワール池上201 3754-2050

あきもと佳内科クリニック 大田区鵜の木3-6-2 5741-3711

あだちクリニック 大田区上池台1-11-6 3729-0336

岩元クリニック 大田区上池台2-13-2 5754-2597

オダチ外科内科クリニック 大田区仲池上1-10-3　ラシーヌ2Ｆ 5748-7144

かわかみクリニック 大田区雪谷大塚町19-14 5754-5599

久が原内科クリニック 大田区東嶺町30-15 3750-0209

小林内科クリニック 大田区鵜の木2-23-12 3757-3138

佐藤外科内科胃腸科クリニック 大田区南雪谷2-9-10 3727-7384

しろした医院 大田区東嶺町41-23 5741-2001

須藤メディカルクリニック 大田区上池台4-6-5 3720-7675

田島内科脳神経外科クリニック 大田区石川町2-3-16 3728-6051

田園調布呼吸器内科クリニック 大田区田園調布1-1-17　ステラート田園調布1Ｆ 6662-6711

永山クリニック 大田区田園調布1-33-9 3722-5222

羽田医院 大田区久が原4-29-9 3751-0239

深沢医院 大田区田園調布本町27-9　メゾン田園調布Ｂ1Ｆ 3722-8820

福井医院 大田区南雪谷5-7-11 3727-5794

ホームケアクリニック田園調布 大田区田園調布2-42-5　アパートメントカヤ101 6715-6812

松尾医院 大田区東嶺町19-7 3751-3976

松原内科 大田区雪谷大塚町18-9 3727-6336

まつもとクリニック 大田区南千束3-19-18 3729-7115

嶺町医院 大田区鵜の木2-22-1 3750-3918

みやもと医院 大田区上池台2-4-17　宮本ﾋﾞﾙ2F 6425-4976

村上内科 大田区南雪谷5-11-7 3728-2113

柳澤博愛医院 大田区田園調布2-56-10 3722-1121

雪谷大塚クリニック 大田区北嶺町2-6 5754-2062

吉田医院 大田区田園調布本町10-6 3721-4765

依田医院 大田区鵜の木2-26-2 3759-2705

和田循環器科内科 大田区東雪谷3-18-11　ファルマドゥサカイ1Ｆ 5499-0747
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