
夜間や休日に対応している東京都内の小児二次救急医療機関一覧

※入院を必要とする患者さんに対応しています。

平成２８年４月現在

№ 区市町村 医療機関名 郵便番号 所在地 電話番号

1 千代田区 日本大学病院 〒101-8309 千代田区神田駿河台1-6 03-3293-1711

2 中央区 聖路加国際病院 〒104-0044 中央区明石町9-1 03-3541-5151

3 港区 東京慈恵会医科大学附属病院 〒105-0003 港区西新橋3-19-18 03-3433-1111

4 港区 虎の門病院 〒105-0001 港区虎ノ門2-2-2 03-3588-1111

5 新宿区 東京女子医科大学病院 〒162-8666 新宿区河田町8-1 03-3353-8111

6 新宿区 国立国際医療研究センター病院 〒162-0052 新宿区戸山町1-21-1 03-3202-7181

7 新宿区 慶應義塾大学病院 〒160-8582 新宿区信濃町35 03-3353-1211

8 新宿区 東京医科大学病院 〒160-0023 新宿区西新宿6-7-1 03-3342-6111

9 文京区 順天堂大学順天堂医院 〒113-0033 文京区本郷3-1-3 03-3813-3111

10 文京区 東京大学医学部附属病院 〒113-0033 文京区本郷7-3-1 03-3815-5411

11 文京区 日本医科大学付属病院 〒113-0022 文京区千駄木1-1-5 03-3822-2131

12 文京区 東京医科歯科大学病院 〒113-0034 文京区湯島1-5-45 03-3813-6111

13 墨田区 東京都立墨東病院 〒130-8575 墨田区江東橋4-23-15 03-3633-6151

14 江東区 江東病院 〒136-0072 江東区大島6-8-5 03-3685-2166

15 江東区 昭和大学江東豊洲病院 〒135-0061 江東区豊洲5-1-38 03-6204-6000

16 品川区 昭和大学病院 〒142-8666 品川区旗の台1-5-8 03-3784-8000

17 目黒区 東邦大学医療センター大橋病院 〒153-8515 目黒区大橋2-17-6 03-3468-1251

18 大田区 東邦大学医療センター大森病院 〒143-8541 大田区大森西6-11-1 03-3762-4151

19 大田区 荏原病院 〒145-0065 大田区東雪谷4-5-10 03-5734-8000

20 世田谷区 国立成育医療研究センター 〒157-0074 世田谷区大蔵2-10-1 03-3416-0181

21 渋谷区 日本赤十字社医療センター 〒150-0012 渋谷区広尾4-1-22 03-3400-1311

22 渋谷区 東京都立広尾病院 〒150-0013 渋谷区恵比寿2-34-10 03-3444-1181

23 杉並区 河北総合病院 〒166-0001 杉並区阿佐谷北1-7-3 03-3339-2121

24 豊島区 東京都立大塚病院 〒170-8476 豊島区南大塚2-8-1 03-3941-3211

25 北区 東京北医療センター 〒115-0053 北区赤羽台4-17-56 03-5963-3311

26 荒川区 東京女子医大東医療センター 〒116-8567 荒川区西尾久2-1-10 03-3810-1111

27 板橋区 日本大学板橋病院 〒173-0032 板橋区大谷口上町30-1 03-3972-8111

28 板橋区 豊島病院 〒173-0015 板橋区栄町33-1 03-5375-1234

29 板橋区 帝京大学医学部附属病院 〒173-0003 板橋区加賀2-11-1 03-3964-1211

30 練馬区 練馬光が丘病院 〒179-0072 練馬区光が丘2-11-1 03-3979-3611

31 練馬区 順天堂大学練馬病院 〒177-0033 練馬区高野台3-1-10 03-5923-3111

32 足立区 博慈会記念総合病院 〒123-0864 足立区鹿浜5-11-1 03-3899-1311

33 葛飾区 東京慈恵会医大葛飾医療センター 〒125-8506 葛飾区青戸6-41-2 03-3603-2111

34 葛飾区 東部地域病院 〒125-8512 葛飾区亀有5-14-1 03-5682-5111

35 江戸川区 東京臨海病院 〒134-0086 江戸川区臨海町1-4-2 03-5605-8811

36 八王子市 東京医大八王子医療センター 〒193-0944 八王子市館町1163 042-665-5611

37 八王子市 南多摩病院 〒193-0832 八王子市散田町3-10-1 042-663-0111

38 八王子市 東海大学八王子病院 〒192-0032 八王子市石川町1838 042-639-1111

39 立川市 共済立川病院 〒190-0022 立川市錦町4-2-22 042-523-3131

40 武蔵野市 武蔵野赤十字病院 〒180-8610 武蔵野市境南町1-26-1 0422-32-3111

41 三鷹市 杏林大学病院 〒181-8611 三鷹市新川6-20-2 0422-47-5511

42 青梅市 青梅市立総合病院 〒198-0042 青梅市東青梅4-16-5 0428-22-3191

43 府中市 小児総合医療センター 〒183-0042 府中市武蔵台2-8-29 042-300-5111

44 昭島市 太陽こども病院 〒196-0003 昭島市松原町1-2-1 042-544-7511

45 小平市 公立昭和病院 〒187-8510 小平市花小金井八丁目1-1 042-461-0052

46 日野市 日野市立病院 〒191-0062 日野市多摩平4-3-1 042-581-2677

47 東村山市 多摩北部医療センター 〒189-8511 東村山市青葉町1-7-1 042-396-3811

48 狛江市 東京慈恵会大第三病院 〒201-8601 狛江市和泉本町4-11-1 03-3480-1151

49 武蔵村山市 武蔵村山病院 〒208-0022 武蔵村山市榎1-1-5 042-566-3111

50 多摩市 日本医大多摩永山病院 〒206-0025 多摩市永山1-7-1 042-371-2111

51 多摩市 多摩南部地域病院 〒206-0036 多摩市中沢2-1-2 042-338-5111

52 稲城市 稲城市立病院 〒206-0801 稲城市大丸1171 042-377-0931


