
R4.4月現在

医療機関名 郵便番号 住所 電話1 電話2

社会福祉法人　三井記念病院 〒101－0024 千代田区神田和泉町１番地 03-3862-9111

公益財団法人　佐々木研究所　附属杏雲堂病院 〒101－0062 千代田区神田駿河台一丁目８番地 03-3292-2051

日本大学病院 〒101－8309 千代田区神田駿河台一丁目６番地 03-3293-1711

東京逓信病院 〒102－0071 千代田区富士見二丁目１４番２３号 03-5214-7111 (03-5214-7384)

国立研究開発法人　国立がん研究センター中央病院 〒104－0045 中央区築地五丁目１番１号 03-3542-2511 (03-3547-5067)

聖路加国際病院 〒104－8560 中央区明石町９番１号 03-3541-5151 (03-5550-6000)

虎の門病院 〒105－0001 港区虎ノ門二丁目２番２号 03-3588-1111 (03-3560-7812)

東京慈恵会医科大学附属病院 〒105－0003 港区西新橋三丁目１９番１８号 03-3433-1111

北里大学北里研究所病院 〒108－0072 港区白金五丁目９番１号 03-3444-6161 (03-5791-6319)

東京都済生会中央病院 〒108－0073 港区三田一丁目４番１７号 03-3451-8211

独立行政法人　地域医療機能推進機構東京高輪病院　 〒108－0074 港区高輪三丁目１０番１１号 03-3443-9191

国際医療福祉大学三田病院 〒108－8329 港区三田一丁目４番３号 03-3451-8121

公益財団法人　ライフ・エクステンション研究所　付属　永

寿総合病院
〒110－8645 台東区東上野二丁目２３番１６号 03-3833-8381 (03-3831-9488)

東京都立駒込病院 〒113－0021 文京区本駒込三丁目１８番２２号 03-3823-2101

日本医科大学付属病院 〒113－0022 文京区千駄木一丁目１番５号 03-3822-2131

順天堂大学医学部附属　順天堂医院 〒113－0033 文京区本郷三丁目１番３号 03-3813-3111

東京大学医学部附属病院 〒113－0033 文京区本郷七丁目３番１号 03-3815-5411

東京医科歯科大学病院 〒113－0034 文京区湯島一丁目５番４５号 03-3813-6111

医療法人財団　明理会　明理会中央総合病院 〒114－0001 北区東十条三丁目２番１１号 03-5902-1199 (03-5902-1051)

花と森の東京病院 〒114－0024 北区西ケ原二丁目３番６号 03-3910-1151

公益社団法人地域医療振興協会　東京北医療センター 〒115－0053 北区赤羽台四丁目１７番５６号 03-5963-3311 (03-5963-6678)

医療法人社団　苑田会　苑田第一病院 〒121－0813 足立区竹の塚四丁目１番１２号 03-3850-5721

東京都で感染防止対策加算１を取得している医療機関



博慈会記念総合病院 〒123－0864 足立区鹿浜五丁目１１番１号 03-3899-1311

東京女子医科大学附属足立医療センター 〒123－8558 足立区江北四丁目３３番１号 03-3857-0111 (03-3857-0115)

医療法人社団　明芳会　イムス東京葛飾総合病院 〒124－0025 葛飾区西新小岩四丁目１８番１号 03-5670-9901

公益財団法人　東京都保健医療公社　東部地域病院 〒125－0061 葛飾区亀有五丁目１４番１号 03-5682-5111

東京慈恵会医科大学葛飾医療センター 〒125－0062 葛飾区青戸六丁目４１番２号 03-3603-2111

同愛記念病院 〒130－0015 墨田区横網二丁目１番１１号 03-3625-6381

東京都立墨東病院 〒130－0022 墨田区江東橋四丁目２３番１５号 03-3633-6151

医療法人　伯鳳会　東京曳舟病院 〒131－0032 墨田区東向島二丁目２７番１号 03-5655-1120

社会福祉法人　仁生社　江戸川病院 〒133－0052 江戸川区東小岩二丁目２４番１８号 03-3673-1221

社会医療法人社団　森山医会　森山記念病院 〒134－0081 江戸川区北葛西四丁目３番１号 03-5679-1211

日本私立学校振興・共済事業団　東京臨海病院 〒134－0086 江戸川区臨海町一丁目４番２号 03-5605-8811 (03-5605-8113)

公益財団法人　がん研究会　有明病院 〒135－0063 江東区有明三丁目８番３１号 03-3520-0111

昭和大学江東豊洲病院 〒135－8577 江東区豊洲五丁目１番３８号 03-6204-6000 (03-6204-6396)

社会医療法人社団　順江会　江東病院 〒136－0072 江東区大島六丁目８番５号 03-3685-2166

順天堂大学医学部附属　順天堂東京江東高齢者医療センター 〒136－0075 江東区新砂三丁目３番２０号 03-5632-3111 (03-5632-3163)

医療法人社団　東京巨樹の会　東京品川病院 〒140－0011 品川区東大井六丁目３番２２号 03-3764-0511

ＮＴＴ東日本関東病院 〒141－0022 品川区東五反田五丁目９番２２号 03-3448-6181 (03-3448-6089)

昭和大学病院 〒142－0064 品川区旗の台一丁目５番８号 03-3784-8000

東京労災病院 〒143－0013 大田区大森南四丁目１３番２１号 03-3742-7301

東邦大学医療センター大森病院 〒143－0015 大田区大森西六丁目１１番１号 03-3762-4151

日本赤十字社東京都支部　大森赤十字病院 〒143－0024 大田区中央四丁目３０番１号 03-3775-3111

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
〒144－0035 大田区南蒲田二丁目１９番２号 03-3738-8221

社会医療法人財団　仁医会　牧田総合病院 〒144－8501 大田区西蒲田八丁目２０番１号 03-6428-7500 (03-6428-7500)

東急　株式会社　東急病院 〒145－0062 大田区北千束三丁目２７番２号 03-3718-3331

公益財団法人　東京都保健医療公社　荏原病院 〒145－0065 大田区東雪谷四丁目５番１０号 03-5734-8000



医療法人社団　松和会　池上総合病院 〒146－0082 大田区池上六丁目１番１９号 03-3752-3151

日本赤十字社医療センター 〒150－0012 渋谷区広尾四丁目１番２２号 03-3400-1311

東京都立広尾病院 〒150－0013 渋谷区恵比寿二丁目３４番１０号 03-3444-1181

東海大学医学部付属東京病院 〒151－0053 渋谷区代々木一丁目２番５号 03-3370-2321

ＪＲ東京総合病院 〒151－0053 渋谷区代々木二丁目１番３号 03-3320-2204

独立行政法人　国立病院機構　東京医療センター 〒152－0021 目黒区東が丘二丁目５番１号 03-3411-0111

国家公務員共済組合連合会　三宿病院 〒153－0051 目黒区上目黒五丁目３３番１２号 03-3711-5771 (03-3792-1682)

国家公務員共済組合連合会　東京共済病院 〒153－0061 目黒区中目黒二丁目３番８号 03-3712-3151

総合病院厚生中央病院 〒153－0062 目黒区三田一丁目１１番７号 03-3713-2141

東邦大学医療センター大橋病院 〒153－8515 目黒区大橋二丁目２２番３６号 03-3468-1251

自衛隊中央病院 〒154－0001 世田谷区池尻一丁目２番２４号 03-3411-0151

東京都立松沢病院 〒156－0057 世田谷区上北沢二丁目１番１号 03-3303-7211

社会福祉法人　康和会　久我山病院 〒157－0061 世田谷区北烏山二丁目１４番２０号 03-3309-1111

国立研究開発法人　国立成育医療研究センター 〒157－0074 世田谷区大蔵二丁目１０番１号 03-3416-0181

公益財団法人　日産厚生会　玉川病院 〒158－0095 世田谷区瀬田四丁目８番１号 03-3700-1151

公立学校共済組合　関東中央病院 〒158－0098 世田谷区上用賀六丁目２５番１号 03-3429-1171

慶應義塾大学病院 〒160－0016 新宿区信濃町３５番地 03-3353-1211 (03-5363-3661)

東京医科大学病院 〒160－0023 新宿区西新宿六丁目７番１号 03-3342-6111

公益財団法人　東京都保健医療公社　大久保病院 〒160－8488 新宿区歌舞伎町二丁目４４番１号 03-5273-7711 (03-5273-7748)

国立研究開発法人　国立国際医療研究センター病院 〒162－0052 新宿区戸山一丁目２１番１号 03-3202-7181 (03-3207-1038)

東京女子医科大学病院 〒162－0054 新宿区河田町８番１号 03-3353-8111

独立行政法人　地域医療機能推進機構

東京新宿メディカルセンター
〒162－0821 新宿区津久戸町５番地１ 03-3269-8111

一般財団法人　自警会　東京警察病院 〒164－0001 中野区中野四丁目２２番１号 03-5343-5611 (03-5343-5612)

東京医療生活協同組合　新渡戸記念中野総合病院 〒164－0011 中野区中央四丁目５９番１６号 03-3382-1231

医療法人財団　健貢会　総合東京病院 〒165－0022 中野区江古田三丁目１５番２号 03-3387-5421 (03-3387-5659)



河北総合病院 〒166－0001 杉並区阿佐谷北一丁目７番３号 03-3339-2121

立正佼成会附属佼成病院 〒166－0012 杉並区和田二丁目２５番１号 03-3383-1281 (03-3382-8972)

医療法人財団　荻窪病院 〒167－0035 杉並区今川三丁目１番２４号 03-3399-1101

独立行政法人　地域医療機能推進機構　東京山手メディカル

センター
〒169－0073 新宿区百人町三丁目２２番１号 03-3364-0251

東京都立大塚病院 〒170－0005 豊島区南大塚二丁目８番１号 03-3941-8131

帝京大学医学部附属病院 〒173－0003 板橋区加賀二丁目１１番１号 03-3964-1211

東京都健康長寿医療センター 〒173－0015 板橋区栄町３５番２号 03-3964-1141 (03-3964-1982)

公益財団法人　東京都保健医療公社　豊島病院 〒173－0015 板橋区栄町３３番１号 03-5375-1234 (03-5944-3506)

日本大学医学部附属板橋病院 〒173－0032 板橋区大谷口上町３０番１号 03-3972-8111

医療法人社団　明芳会　板橋中央総合病院 〒174－0051 板橋区小豆沢二丁目１２番７号 03-3967-1181

医療法人社団　明芳会　高島平中央総合病院 〒175－0082 板橋区高島平一丁目７３番１号 03-3936-7451 (03-3937-7314)

学校法人　順天堂　順天堂大学医学部附属練馬病院 〒177－0033 練馬区高野台三丁目１番１０号 03-5923-3111

公益社団法人　地域医療振興協会　練馬光が丘病院 〒179－0072 練馬区光が丘二丁目１１番１号 03-3979-3611

武蔵野赤十字病院 〒180－0023 武蔵野市境南町一丁目２６番１号 0422-32-3111

杏林大学医学部付属病院 〒181－0004 三鷹市新川六丁目２０番２号 0422-47-5511

公益財団法人　井之頭病院 〒181－0012 三鷹市上連雀四丁目１４番１号 0422-44-5331

医療法人社団　碧水会　長谷川病院 〒181－0015 三鷹市大沢二丁目２０番３６号 0422-31-8600

東京都立多摩総合医療センター 〒183－0042 府中市武蔵台二丁目８番地２９ 0423-23-5111

東京都立神経病院 〒183－0042 府中市武蔵台二丁目６番地１ 0423-23-5110

東京都立小児総合医療センター 〒183－8561 府中市武蔵台二丁目８番地２９ 042-300-5111 (042-312-8162)

公立昭和病院 〒187－0002 小平市花小金井八丁目１番１号 0424-61-0052

国立研究開発法人　国立精神・神経医療研究センター病院 〒187－0031 小平市小川東町四丁目１番１号 042-341-2711 (042-346-1708)

公益財団法人　結核予防会　新山手病院 〒189－0021 東村山市諏訪町三丁目６番地１ 0423-91-1425

公益財団法人　東京都保健医療公社　多摩北部医療センター 〒189－8511 東村山市青葉町一丁目７番地１ 042-396-3811

立川相互病院 〒190－0014 立川市緑町４番地１ 042-525-2585



独立行政法人　国立病院機構　災害医療センター 〒190－0014 立川市緑町３２５６番地 0425-26-5511

国家公務員共済組合連合会　立川病院 〒190－0022 立川市錦町四丁目２番２２号 0425-23-3131

日野市立病院 〒191－0062 日野市多摩平四丁目３番地１ 042-581-2677 (042-587-3408)

東海大学医学部付属八王子病院 〒192－0032 八王子市石川町１８３８番地 042-639-1111 (042-639-1112)

東京医科大学八王子医療センター 〒193－0944 八王子市館町１１６３番地 042-665-5611 (042-665-5639)

町田市民病院 〒194－0023 町田市旭町二丁目１５番４１号 0427-22-2230

医療法人社団　幸隆会　多摩丘陵病院 〒194－0202 町田市下小山田町１４９１番地 0427-97-1511

医療法人　徳洲会　東京西徳洲会病院 〒196－0003 昭島市松原町三丁目１番１号 042-500-4433

公立福生病院 〒197－0012 福生市加美平一丁目６番地１ 042-551-1111

公立阿伎留医療センター 〒197－0834 あきる野市引田７８番地１ 0425-58-0321

青梅市立総合病院 〒198－0042 青梅市東青梅四丁目１６番地５ 0428-22-3191

東京慈恵会医科大学附属第三病院 〒201－0003 狛江市和泉本町四丁目１１番１号 03-3480-1151

公益財団法人　結核予防会　複十字病院 〒204－0022 清瀬市松山三丁目１番２４号 0424-91-4111

独立行政法人　国立病院機構　東京病院 〒204－0023 清瀬市竹丘三丁目１番１号 0424-91-2111 (0424-94-2168)

日本医科大学多摩永山病院 〒206－0025 多摩市永山一丁目７番地１ 0423-71-2111

公益財団法人　東京都保健医療公社　多摩南部地域病院 〒206－0036 多摩市中沢二丁目１番２号 0423-38-5111

稲城市立病院 〒206－0801 稲城市大丸１１７１番地 0423-77-0931

社会医療法人財団　大和会　東大和病院 〒207－0014 東大和市南街一丁目１３番１２号 0425-62-1411

独立行政法人　国立病院機構　村山医療センター 〒208－0011 武蔵村山市学園二丁目３７番地１ 0425-61-1221

社会医療法人財団　大和会　武蔵村山病院 〒208－0022 武蔵村山市榎一丁目１番地５ 042-566-3111


