
※医療機関情報は随時更新の可能性がございますので各自Webでご確認下さい

【病院またはクリニックを受診する際の注意点】

＊診療時間の変更がないか受診先のホームページ（お知らせも含む）の確認をする。

＊受診前に体温を測定する。

＊風邪症状や発熱がある場合には：

－かかりつけ医・地域の医療機関に電話で相談し、指示を仰ぐ。

－かかりつけ医がいない、地域の医療機関がわからない場合は、

各都道府県の受診・相談センターに相談する。

＊マスクを着用して受診をする。
相談センターまとめQR

　　　　



1. 時間外・休日に受診できる医療機関

東京都

 03-5272-0303
https://www.himawari.metro.tokyo.jp
/qq13/qqport/tomintop/
＊English Versionもあります

三次救急
　

※重篤な患者が対象

品川区旗の台1-5-8
03-3784-8437（救急センター受付）

 大田区東雪谷4-5-10
 03-5734-8000

 大田区北千束3-27-2
 03-3718-3331

 世田谷区奥沢2-11-11
 03-5701-7788

 世田谷区奥沢3-33-13
 03-3720-2151

 目黒区南2-9-7
 03-3723-1515

 大田区石川町2-7-1
 03-3728-6671

 目黒区自由が丘2-11-16
 日能研自由が丘ビル2F
 03-6421-1080

月 火 水 木 金 土 日

 品川区旗の台1-5-8
 03-3784-8000

8:00～11:00 -

 大田区東雪谷4-5-10
 03-5734-8000
 予約専用：03-5734-5489

 8:30～11:00 -

 大田区北千束3-27-2
 03-3718-3331

- -

QRコード

QRコード住所・電話

音声案内は24時間対応
相談は平日9:00～20:00

初診時に紹介状がない場合は
非紹介患者初診加算料として
医科￥5,000、歯科￥3,000かかります

－

－

日曜・祭日のみ診療
内科・小児科のみ診療

9:00～11:30、13:00～21:30

8:30～10:30
13:00～15:00

＊診療時間は診療科により異なります

－

8:00～11:00

8:30～16:00

名称・最寄り駅

二次救急

※手術や入院治療が
必要な患者が対象

住所・電話

 奥沢病院
 東急目黒線奥沢駅徒歩3分

 東京明日佳病院
 東急目黒線奥沢駅徒歩1分

 東京都医療機関案内サービス 「ひまわり」

備 考

救急診療は24時間体制ですが、

必ず受診前に病院に電話をしてください。

 自由が丘メディカルプラザ
＊予約優先制・オンライン診療あり

 東急線自由が丘駅徒歩2分

－

初診時に紹介状がない場合は
選定療養費として￥5500かかります
（軽症の時間外受診には￥8800）

 昭和大学病院
 東急大井町線旗の台駅徒歩7分

 荏原病院
 東急池上線洗足池駅徒歩10分

 東急病院
 東急線大岡山駅直結

外国語による相談窓口
（英語・中国語・ハングル・タイ語・スペイン語）
TEL03-5285-8181　毎日9:00～20:00

外国語で受診できる医療機関案内、日本の医療制度案内

診療受付時間

 碑文谷病院
 東急線大岡山駅徒歩10分

 田園調布医師会・医師会館診療所
 東急池上線石川台駅徒歩5分

土曜9:00～12:30/14:00～16:30
日曜9:00～12:30　祝日9:00～12:30

平日診療もあり

2. 総合病院

休日診療

総合病院

 東急病院
 東急線大岡山駅直結

 昭和大学病院
 東急大井町線旗の台駅徒歩7分

名称・最寄り駅

 荏原病院
 東急池上線洗足池駅徒歩10分

　　　　



月 火 水 木 金 土 日

 大田区田園調布2-43-1
 03-3721-7121

8:00～12:00 -

 世田谷区奥沢2-11-11
 03-5701-7788

8:30～12:30 -

 世田谷区奥沢3-33-13
 03-3720-2151

- -

 目黒区南2-9-7
 03-3723-1515

8:45～11:45
＊不定期のため

要事前連絡
-

月 火 水 木 金 土 日

内科・
腎臓内科

大田区北千束1-44-1 1Ｆ
03-5726-9807

  9:00～13:00
15:00～18:00

9:00～12:30
15:00～18:00

  9:00～13:00
15:00～18:00

-
  9:00～13:00
15:00～18:00

9:00～13:00 -

内科・外科
胃腸科

大田区北千束3-25-15
03-3729-3600

  9:00～12:00 -
  9:00～12:30
16:00～19:00

9:00～13:00 -

内科・
循環器内科

世田谷区奥沢2-25-4 1Ｆ
03-3723-3737

9:00～12:30 9:00～12:30 -

脳神経外科
内科・外科

大田区南千束2-17-2
03-3729-9153

  9:00～12:00
  9:00～12:00
17:00～19:00

9:00～12:30 -

泌尿器科
目黒区緑が丘3-2-3
03-5729-0220

 8:30～12:00
15:00～18:30

15:00～18:30
 8:30～12:00
15:00～18:30

15:00～18:30
 8:30～12:00
15:00～18:30

 8:30～12:00 -

大田区南千束3-18-12
03-3726-3387

  9:00～11:45
15:00～18:15

9:00～11:45 - 9:00～11:45 -

大田区北千束1-50-17 1F
03-5726-3387

-
  9:00～12:30
15:00～18:00

9:00～12:00 -

大田区北千束3-31-7　１F
03-3748-4187

-
  9:00～12:00
14:00～18:30

9:00～12:00
14:00～17:00

-

QRコード

QRコード

  9:00～12:30
16:00～19:00

 8:30～12:30
13:30～16:30

診療受付時間

 8:45～11:45
 13:45～16:45

*診療時間は診療科により異なります

 8:00～12:00
 14:00～16:30

＊診療時間は診療科により異なります

住所・電話

住所・電話
診療受付時間

名称・最寄り駅

名称・最寄り駅

 碑文谷病院
 東急線大岡山駅徒歩10分

 奥沢病院
 東急目黒線奥沢駅徒歩2分

3. 病院

 東京明日佳病院
 東急目黒線奥沢駅徒歩1分

4. 診療所

 田園調布中央病院
 東急目黒線東横線 田園調布駅徒歩0分

病院

  9:00～12:00
14:00～18:30

耳鼻咽喉科

大岡山駅前クリニック
東急線大岡山駅徒歩2分

いまい耳鼻咽喉科
東急線大岡山駅徒歩7分・石川台駅徒歩7分

  9:00～11:45
15:00～18:15

  9:00～12:30
15:00～18:00

くどう耳鼻咽喉科
＊日本語のみ可能(通訳不可)
東急線大岡山駅徒歩2分

沼部クリニック
東急線大岡山駅徒歩2分

うつのみや内科クリニック
＊電話またはFAXによるオンライン診療あり
東急線大岡山駅徒歩1分

 9:00～12:30
15:00～18:30

 9:00～12:30
15:00～18:30

山口医院
東急線大岡山駅徒歩7分

  9:00～12:00
17:00～19:00

 8:00～11:30
 12:30～16:30

たかみ内科・循環器クリニック
東急線緑が丘駅南口徒歩1分

いいがやクリニック
東急大井町線緑が丘駅徒歩0分

　　　　



月 火 水 木 金 土 日

大田区北千束1-44-1 3F
03-5701-3662

-
  9:00～12:30
15:00～18:30

9:00～13:00 -

目黒区緑が丘3-4-7
03-3726-0020

9:00～12:00
＊第1・第3・第5の

　土曜日のみ
-

大田区北千束1-57-6 1F
03-3718-4190

9:30～12:30 9:30～12:30 -

大田区北千束3-28-14 2Ｆ
03-5754-4874

- -

大田区北千束1-45-11
03-5701-5006

10:00～13:00
14:00～18:00

-

大田区北千束1-40-1 2Ｆ
03-3725-2277

-
  9:00～12:00
＊第5土曜日

休診
-

目黒区緑が丘1-11-5
03-3718-0743

 9:00～12:30
15:00～18:30

-  9:00～12:30 -

大田区北千束3-28-15 1Ｆ
03-6451-7078

  9:30～12:00
14:30～17:30

- 9:00～12:00 -

大田区北千束3-23-5 ２Ｆ
03-5754-2814

9:30～13:00 9:30～14:00 -

目黒区鷹番3-11-8 ２Ｆ
03-5704-2856

-

10:00～13:00
15:00～17:00
＊第２土曜日は
9:00～13:00

-

歯科
大田区北千束2-1-1
03-3787-1151

-

QRコード

婦人科

10:00～13:00
15:00～18:00

  9:00～12:00
14:30～17:30

 9:00～12:00
15:00～17:30

  9:00～12:00
15:00～17:30

10:00～13:00
15:00～18:00

  9:30～13:00
15:00～19:00

仁木眼科医院
東急大井町線緑が丘駅徒歩3分

眼科

大岡山眼科医院
東急線大岡山駅徒歩3分

大岡山ウィメンズクリニック
＊予約優先制（男性医師）
東急線大岡山駅徒歩2分

皮膚科

大岡山あおぞら整形外科
東急線大岡山駅徒歩１分

整形外科

  9:00～12:30
15:00～18:30

昭和大学歯科病院
東急目黒線洗足駅徒歩3分

ゆり眼科クリニック
東急線大岡山駅徒歩30秒

かおりレディースクリニック
＊完全予約制（女性医師）
東急東横線学芸大学駅西口徒歩2分

  9:30～13:00
15:00～19:00

 9:00～12:30
15:00～18:30

名称・最寄り駅 住所・電話
診療受付時間

  8:30～11:30
13:00～15:00

＊口腔外科：午後初診受付不可

どんぐり皮膚科
＊WEB又は電話での完全予約制
東急線大岡山駅徒歩1分

  10:00～13:00
  15:00～18:30

銀座よしえクリニック大岡山院
東急線大岡山駅徒歩0分

  10:00～13:00
  15:00～20:00

加藤整形外科クリニック
東急線緑が丘駅徒歩3分

  9:00～11:30
15:00～18:00

大岡山整形外科
東急線大岡山駅徒歩5分

  9:30～12:30
15:00～17:00

  9:30～12:30
15:00～17:00

　　　　


	(コロナ変更済)ホームページ掲載

