
東京都災害拠点病院一覧（案） 

所在地 病床数
三次
救急

ヘリ

日本大学病院 千代田区神田駿河台1-6 320 ○
三井記念病院 千代田区神田和泉町１ 482
聖路加国際病院 中央区明石町9-1 520 ○
東京都済生会中央病院 港区三田1－4－17 535 ○
東京慈恵会医科大学附属病院 港区西新橋3-19-18 1,075
北里大学北里研究所病院 港区白金5-9-1 329

☆ 日本医科大学付属病院 文京区千駄木1-1-5 897 ○ ○
東京都立駒込病院 文京区本駒込3-18-22 833
順天堂大学医学部附属順天堂医院 文京区本郷3-1-3 1,020 ○
東京医科歯科大学医学部附属病院 文京区湯島1-5-45 753 ○ ○
東京大学医学部付属病院 文京区本郷7-3-1 1,217 ○ ○
永寿総合病院 台東区東上野2-23-16 400 ○
昭和大学病院 品川区旗の台1-5-8 815 ○
ＮＴＴ東日本関東病院 品川区東五反田5-9-22 627

☆ 東邦大学医療センター大森病院 大田区大森西6-11-1 948 ○
大森赤十字病院 大田区中央4-30-1 344
東京都保健医療公社荏原病院 大田区東雪谷4-5-10 506 ○
東京労災病院 大田区大森南4-13-21 400 ○
池上総合病院 大田区池上6-1-19 384
国立病院機構東京医療センター 目黒区東が丘2-5-1 780 ○
至誠会第二病院 世田谷区上祖師谷5-19-1 305
公立学校共済組合関東中央病院 世田谷区上用賀6-25-1 403
東京都立松沢病院 世田谷区上北沢2-1-1 898 ○

★ 東京都立広尾病院 渋谷区恵比寿2-34-10 478 ○ ○
日本赤十字社医療センター 渋谷区広尾4-1-22 708 ○ ○

☆ 東京医科大学病院 新宿区西新宿6-7-1 1,015 ○
慶応義塾大学病院 新宿区信濃町35 1,044
東京女子医科大学病院 新宿区河田町8-1 1,379 ○
東京都保健医療公社大久保病院 新宿区歌舞伎町2-44-1 304
国立国際医療研究センター病院 新宿区戸山1-21-1 781 ○ ○
東京山手メディカルセンター 新宿区百人町3-22-1 418
東京新宿メディカルセンター 新宿区津久戸町5-1 520
新渡戸記念中野総合病院 中野区中央4-59-16 296
東京警察病院 中野区中野4-22-1 415 ○
荻窪病院 杉並区今川3-1-24 252
立正佼成会附属佼成病院 杉並区和田2-25-1 340
東京都立大塚病院 豊島区南大塚2-8-1 508
東京北医療センター 北区赤羽台4-17-56 343
日本大学医学部附属板橋病院 板橋区大谷口上町30-1 1,037 ○

☆ 帝京大学医学部附属病院 板橋区加賀2-11-1 1,078 ○ ○
東京都健康長寿医療センター 板橋区栄町35-2 550
東京都保健医療公社豊島病院 板橋区栄町33－1 470 ○
練馬光が丘病院 練馬区光が丘2-11-1 342
順天堂大学医学部附属練馬病院 練馬区高野台3-1-10 400
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☆ 東京女子医科大学東医療センター 荒川区西尾久2-1-10 450 ○
西新井病院 足立区西新井本町1-12-12 207
苑田第一病院 足立区竹の塚4-1-12 221
博慈会記念総合病院 足立区鹿浜5－11－1 306

東京慈恵会医科大学葛飾医療センター 葛飾区青戸6-41-2 365
東京都保健医療公社東部地域病院 葛飾区亀有5-14-1 314
平成立石病院 葛飾区立石5-1-9 203

☆ 東京都立墨東病院 墨田区江東橋4-23-15 765 ○ ○
東京曳舟病院 墨田区東向島2-27-1 200
江東病院 江東区大島6-8-5 286

江東区新砂3-3-20 404
がん研究会有明病院 江東区有明3-8-31 700 ○
昭和大学江東豊洲病院 江東区豊洲5-1-38 309
東京臨海病院 江戸川区臨海町1-4-2 400
江戸川病院 江戸川区東小岩2-24-18 418
森山記念病院 江戸川区北葛西4-3-1 275

☆ 青梅市立総合病院 青梅市東青梅4-16-5 562 ○ ○
公立阿伎留医療センター あきる野市引田78-1 310
公立福生病院 福生市加美平1-6-1 316

☆ 東京医科大学八王子医療センター 八王子市館町1163 610 ○ ○
東海大学八王子病院 八王子市石川町1838 500 ○
日本医科大学多摩永山病院 多摩市永山1-7-1 401 ○
東京都保健医療公社多摩南部地域病院 多摩市中沢2-1-2 318
稲城市立病院 稲城市大丸1171 290
町田市民病院 町田市旭町2-15-41 447
南町田病院 町田市鶴間4-4-1 222
日野市立病院 日野市多摩平4-3-1 300

★ 国立病院機構災害医療センター 立川市緑町3256 455 ○ ○
立川病院 立川市錦町4-2-22 450
東大和病院 東大和市南街1-13-12 284
武蔵野赤十字病院 武蔵野市境南町1-26-1 611 ○ ○

☆ 789 ○ ○
561

杏林大学医学部付属病院 三鷹市新川6-20-2 1,153 ○ ○
東京慈恵会医科大学附属第三病院 狛江市和泉本町4-11-1 581

☆ 公立昭和病院 小平市花小金井8-1-1 518 ○
佐々総合病院 西東京市田無町4-24-15 183
東京都保健医療公社多摩北部医療センター 東村山市青葉町1-7-1 344
国立病院機構東京病院 清瀬市竹丘3-1-1 560

合計 44,057 26 23
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