東京都災害拠点連携病院一覧
二次保健
医療圏

区中央部

区南部

区西南部

区西部

区西北部

施設名
公益社団法人 東京都教職員互助会 三楽病院
東京逓信病院
独立行政法人 地域医療機能推進機構 東京高輪病院
国家公務員共済組合連合会 虎の門病院
国際医療福祉大学 三田病院
医療法人社団 哺育会 浅草病院
東京都台東区立台東病院
医療法人社団 おきの会 旗の台病院
公益財団法人 河野臨床医学研究所附属 第三北品川病院
社会医療法人財団 城南福祉医療協会 大田病院
社会医療法人財団 仁医会 牧田総合病院
医療法人社団 森と海東京 東京蒲田病院
独立行政法人 地域医療機能推進機構 東京蒲田医療センター
医療法人社団 菫会 目黒病院
国家公務員共済組合連合会 東京共済病院
全国土木建築国民健康保険組合 総合病院 厚生中央病院
医療法人社団 緑眞会 世田谷下田総合病院
特定医療法人社団東京明日佳 東京明日佳病院
国立研究開発法人 国立成育医療研究センター
公益財団法人 日産厚生会 玉川病院
医療法人社団 温光会 内藤病院
クロス病院
JR東京総合病院
医療法人社団 悦伝会 目白病院
医療法人社団 広惠会 春山記念病院
医療法人社団 仁圭会 林外科病院
社会福祉法人 聖母会 聖母病院
医療法人財団 健貢会 総合東京病院
医療法人社団 徳静会 横畠病院
医療法人財団 アドベンチスト会 東京衛生病院
医療法人社団 愛宝会 浜田山病院
医療法人社団 静山会 清川病院
医療法人社団 君真光 寺田病院
社会医療法人 河北医療財団 河北総合病院
社会福祉法人 浴風会 浴風会病院
社団法人 衛生文化協会 城西病院
医療法人社団 山斗会 山中病院
医療法人社団 東京医心会 ニューハート・ワタナベ国際病院
医療法人社団 日心会 総合病院一心病院
大同病院
医療法人社団 大成会 長汐病院
医療法人社団 偕翔会 豊島中央病院
医療法人社団 生全会 池袋病院
医療法人社団 田島厚生会 神谷病院
医療法人社団 博栄会 浮間中央病院
医療法人社団 博栄会 赤羽中央総合病院
社会医療法人社団 正志会 花と森の東京病院
東京ほくと医療生活協同組合 王子生協病院
医療法人社団 景星会赤羽 赤羽東口病院
医療法人財団 明理会 明理会中央総合病院
医療法人社団 叡宥会 安田病院
医療法人財団 健康文化会 小豆沢病院
医療法人財団 朔望会 常盤台外科病院
医療法人社団 正風会 小林病院
医療法人社団 明芳会 板橋中央総合病院
医療法人社団 明芳会 高島平中央総合病院
医療法人社団 和好会 金子病院
公益社団法人 板橋区医師会 板橋区医師会病院
公益財団法人 愛世会 愛誠病院
医療法人社団 浩生会 スズキ病院
医療法人社団 千秋会 田中脳神経外科病院
公益財団法人 東京都医療保健協会 練馬総合病院
東京保健生活協同組合 大泉生協病院
医療法人社団慈誠会 東武練馬中央病院

所在地
千代田区神田駿河台2－5
千代田区富士見2-14-23
港区高輪3-10-11
港区虎ノ門2-2-2
港区三田1-4-3
台東区今戸2-26-15
台東区千束3-20-5
品川区旗の台5-17-16
品川区北品川3-3-7
大田区大森東4-4-14
大田区大森北１-34-6
大田区西蒲田7-10-1
大田区南蒲田2-19-2
目黒区中央町2-12-6
目黒区中目黒2-3-8
目黒区三田1-11-7
世田谷区南烏山4-9-23
世田谷区奥沢3-33-13
世田谷区大蔵2-10-1
世田谷区瀬田4-8-1
渋谷区初台1-35-10
渋谷区幡ヶ谷2-18-20
渋谷区代々木2-1-3
新宿区下落合3－22－23
新宿区百人町1-24-5
新宿区大京町27
新宿区中落合2-5-1
中野区江古田3-15-2
中野区新井1-38-6
杉並区天沼3-17-3
杉並区浜田山4-1-8
杉並区阿佐谷南2-31-12
杉並区宮前5－18－16
杉並区阿佐谷北1-7-3
杉並区高井戸1-12-1
杉並区上萩2-42-11
杉並区西荻南2-25-17
杉並区浜田山3-19-11
豊島区北大塚1-18-7
豊島区高田3-22-8
豊島区池袋1-5-8
豊島区上池袋2-42-21
豊島区東池袋3-5-4
北区神谷1-27-14
北区赤羽北2－21－19
北区赤羽南2－5－12
北区西ヶ原2-3-6
北区豊島3-4-15
北区赤羽1-38-5
北区東十条3-2-11
板橋区成増1-13-9
板橋区小豆沢1-6-8
板橋区常盤台2－25－20
板橋区成増3-10-8
板橋区小豆沢2-12-7
板橋区高島平1-73-1
板橋区南常盤台1-15-14
板橋区高島平3-12-6
板橋区加賀1-3-1
練馬区栄町7-1
練馬区関町南3-9-23
練馬区旭丘1-24-1
練馬区東大泉6-3-3
板橋区徳丸3-19-1

電話番号
03-3292-3981
03-5214-7727
03-3443-9191
03-3588-1111
03-3451-8121
03-3876-1711
03-3876-1001
03-3781-0721
03-3474-1831
03-3762-8421
03-3762-5264
03-3733-0525
03-3738-8221
03-3711-5641
03-3712-3151
03-3713-2141
03-3308-5221
03-3720-2151
03-3416-0181
03-3700-1151
03-3370-2351
03-3376-2361
03-3320-2210
03-3953-9909
03-3363-1661
03-3357-3161
03-3951-1111
03-3387-5421
03-3389-2531
03-3392-6151
03-3311-1195
03-3312-0151
03-3332-1166
03-3339-2121
03-3332-6511
03-3390-4166
03-3335-5611
03-3311-1119
03-3918-1215
03-3981-3213
03-3984-6161
03-3916-7211
03-3987-2431
03-3914-5536
03-3907-8711
03-3902-0348
03-3910-1151
03-3912-2201
03-3902-2131
03-5902-1199
03-3939-0101
03-3966-8411
03-3960-9621
03-3930-7077
03-3967-1181
03-3936-5711
03-3956-0145
03-3975-8151
03-3961-5351
03-3557-2001
03-3920-6263
03-5988-2200
03-5387-3111
03-3934-1611

H31.4.1現在
一般
病床数
243
461
247
860
291
136
40
42
144
189
246
100
230
60
331
320
75
82
490
389
53
42
423
100
99
42
154
451
37
186
48
111
45
331
150
50
37
44
89
60
93
60
40
90
95
150
199
159
28
311
48
94
99
71
579
230
38
192
46
99
58
224
94
37

区東北部

区東部

西多摩

南多摩

北多摩西部

北多摩南部

北多摩北部

合計

社会医療法人社団 正志会 東京リバーサイド病院
医療法人社団 藤寿会 佐藤病院
特定医療法人社団 一成会 木村病院
医療法人 杏精会 岡田病院
医療法人財団 梅田病院
医療法人社団 栄悠会 綾瀬循環器病院
医療法人社団 大坪会 東和病院
医療法人社団 苑田会 苑田第三病院
医療法人社団 民政会 愛里病院
社会医療法人社団 医善会 いずみ記念病院
社会医療法人社団 慈生会 等潤病院
医療法人財団 健和会 柳原病院
医療法人社団 五十鈴会 坂本病院
医療法人社団 嬉泉会 嬉泉病院
医療法人財団 謙仁会 亀有病院
医療法人社団 光仁会 第一病院
医療法人財団 慈光会 掘切中央病院
医療法人社団 明芳会 イムス葛飾ハートセンター
医療法人社団 明芳会 イムス東京葛飾総合病院
医療保人社団 玲瓏会 金町中央病院
社会福祉法人 仁生社 かつしか江戸川病院
医療法人財団 正明会 山田記念病院
医療法人社団 仁寿会 中村病院
医療法人社団 隆靖会 墨田中央病院
社会福祉法人 同愛記念病院
社会福祉病院 賛育会 賛育会病院
医療法人社団 恵信会 友仁病院
医療法人社団 高裕会 深川立川病院
医療法人社団 修世会 木場病院
医療法人社団 青藍会 鈴木病院
医療法人社団 藤﨑病院
独立行政法人 地域医療機能推進機構 東京城東病院
社会福祉法人 あそか会 あそか病院
医療法人社団 晃山会 松江病院
医療法人社団 城東桐和会 東京さくら病院
医療法人財団 岩井医療財団 岩井整形外科内科病院
医療法人 昌医会 葛西昌医会病院
医療法人社団 仁成会 高木病院
医療法人社団 悦伝会 目白第二病院
医療法人社団 大聖病院
一般財団法人 仁和会総合病院
医療法人社団 KNI 北原国際病院
医療法人社団 永生会 永生病院
医療法人社団 永生会 南多摩病院
医療法人財団 興和会 右田病院
医療法人社団 親和会 野猿峠脳神経外科病院
医療法人社団 清智会 清智会記念病院
医療法人社団 八九十会 高月整形外科病院
医療法人社団 徳成会 八王子山王病院
医療法人社団 慶泉会 町田慶泉病院
医療法人社団 幸隆会 多摩丘陵病院
医療法人社団 史世会 町田胃腸病院
医療法人社団 創生会 町田病院
医療法人財団 明理会 鶴川サナトリウム病院
社会医療法人社団 健生会 立川相互病院
医療法人 徳洲会 東京西徳洲会病院
社会福祉法人 恩賜財団 東京都同胞援護会 昭島病院
社会医療法人財団 大和会 武蔵村山病院
医療法人社団 陽和会 武蔵野陽和会病院
医療法人 啓仁会 吉祥寺南病院
医療法人社団 永寿会 三鷹中央病院
医療法人財団 慈生会 野村病院
医療法人社団 恵仁会 府中恵仁会病院
公益財団法人 日本心臓血圧研究会附属 榊原記念病院
医療法人社団 大日会 小金井太陽病院
医療法人社団 桐光会 調布病院
医療法人社団 東山会 調布東山病院
公益財団法人結核予防会 新山手病院
社会医療法人社団 愛有会 久米川病院
公益財団法人 結核予防会 複十字病院
医療法人社団 山本・前田記念会 前田病院
医療法人社団 東光会 西東京中央総合病院
保谷厚生病院
医療法人 沖縄徳洲会 武蔵野徳洲会病院
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荒川区南千住8-4-4
荒川区西尾久5-7-1
荒川区町屋2-3-７
荒川区荒川5-3-1
足立区梅田7-1-2
足立区谷中2-16-7
足立区東和4-7-10
足立区伊興本町2-5-10
足立区千住東1-20-12
足立区本木1-3-7
足立区一ツ家4-3-4
足立区千住曙町35-1
葛飾区西新小岩4-39-20
葛飾区東金町1-35-8
葛飾区亀有3-36-3
葛飾区東金町4-2-10
葛飾区堀切7-4-4
葛飾区堀切3-30-1
葛飾区西新小岩4-18-1
葛飾区金町1-9-1
葛飾区高砂3-27-13
墨田区石原2-20‐1
墨田区八広2-1-1
墨田区京島3-67-1
墨田区横網２-１-１１
墨田区太平3-20-2
江東区亀戸2-41-1
江東区扇橋2-2-3
江東区木場5-8-7
江東区塩浜2-7-3
江東区南砂1-25-11
江東区亀戸9-13-1
江東区住吉1-18-1
江戸川区松江2-6-15
江戸川区東篠崎1-11-1
江戸川区南小岩8-17-2
江戸川区東葛西6-30-3
青梅市今寺5-18-9
福生市福生1980
福生市福生871
八王子市明神町4-8-1
八王子市大和田町1-7-23
八王子市椚田町583-15
八王子市散田町3-10-1
八王子市暁町1-48-18
八王子市下柚木1974-1
八王子市子安町3-24-15
八王子市高月町360
八王子市中野山王2-15-16
町田市南町田2-1-47
町田市下小山田町1491
町田市旭町1-17-21
町田市木曽東4-21-43
町田市真光寺町197
立川市緑町４－１
昭島市松原町3-1-1
昭島市中神町1260番地
武蔵村山市榎1-1-5
武蔵野市緑町2-1-33
武蔵野市吉祥寺南町3-14-4
三鷹市上連雀5-23-10
三鷹市下連雀8-3-6
府中市住吉町5-21-1
府中市朝日町3-16-1
小金井市本町1-9-17
調布市下石原3-45-1
調布市小島町2-32-17
東村山市諏訪町3-6-1
東村山市萩山町3-3-10
清瀬市松山3-1-24
東久留米市中央5－13－34
西東京市芝久保町2-4-19
西東京市栄町1-17-18
西東京市向台町3-5-48

03-5850-0311
03-3893-6525
03-3892-3139
03-3891-2231
03-3840-4511
03-3605-2811
03-3629-8111
03-5837-5113
03-3888-7721
03-5888-2111
03-3850-8711
03-3882-1928
03-3691-2500
03-3600-9001
03-3601-0186
03-3607-0007
03-3602-3135
03-3694-8118
03-5670-9901
03-3607-3201
03-3672-1046
03-3624-1151
03-3612-7131
03-3617-1414
03-3625-6381
03-3622-9191
03-3683-5661
03-3645-2101
03-3642-0032
03-5617-5617
03-3648-2111
03-3685-1431
03-3632-0290
03-3652-3121
03-5664-1702
03-3658-2115
03-5696-1611
0428-31-5255
042-553-3511
042-551-1311
042-644-3711
042-645-1356
042-661-4108
042-663-0111
042-623-9651
042-674-1515
042-624-5111
042-692-1115
042-626-1144
042-795-1668
042-797-1511
042-726-6511
042-789-0502
042-735-2222
042-525-2585
042-500-4433
042-546-3111
042-566-3111
0422-52-3212
0422-40-1661
0422-44-6161
0422-47-4848
042-365-1211
042-314-3111
042-383-5511
042-484-2626
042-481-5511
042-391-1425
042-393-5511
042-491-9234
042-473-2133
042-464-1511
042-424-6640
042-465-0700

109
60
88
57
60
76
192
116
140
54
122
90
37
26
38
101
58
52
174
99
60
98
99
97
373
199
46
44
45
48
119
130
216
113
78
56
144
180
160
116
86
98
199
170
82
45
177
31
157
50
196
50
120
81
287
391
199
144
103
127
122
89
217
320
55
128
83
172
42
274
39
270
178
160
19,774

