
★事前に、実施日時等を医療機関にご確認のうえ、お出かけください。

令和5年1月現在

実施医療機関名 住　　　　　所 電話番号

田中舘医院 駒場１－２８－６ ３４６６－０３６９

駒場クリニック 駒場２－４－５ ６２７９－７５５７

あおば医院 東山１－１－２　東山ビル２F ３７１１－７７８５

ロコクリニック中目黒 東山１－６－５ｼﾃｨﾊｳｽ中目黒ｽﾃｰｼｮﾝｺｰﾄ1F ５７２２－６５６５

はっとりクリニック 東山１－２０－１８ ６４５１－２５００

しあわせ子供クリニック 東山３－５－４ ６４５２－２５９７

板津医院 東山３－１２－１　コジマビル２F ５７６８－０８０８

中島医院 大橋２－２－１２ ３４６９－２１２７

池尻大橋耳鼻咽喉科 大橋２－２３－１　西渋谷ハイウェービル３Ｆ ６８０４－８５３３

松井内科クリニック 上目黒２－９－２４ ３７１５－６５５２

メディカルクリニック中目黒 上目黒２－１５－１４　７F ５７２２－２６６０

上目黒ファミリークリニック 上目黒２－４０－２３ ３７１６－０５５２

よう子　みんなのクリニック 上目黒２－４２－１１　ｸﾞﾚｲｽ中目黒１階 ６４１２－８１８８

いいづか耳鼻咽喉科 上目黒３－１０－３ メイツ扶翼中目黒１０２－２ ５７７３－１５１０

中目黒診療所 上目黒３－１１－６ 井関ハウス１階 012 ６３０３－３２６３

すわやまクリニック　（※注１） 上目黒３－２３－７ ３７１４－６６９２

清水クリニック 上目黒５－１９－４０ ３７１５－３２９０

福田医院 中目黒３－２２－１１ ３７１２－２８６８

目黒ケイホームクリニック 中目黒４－５－１－２Ｆ ５７２２－５５００

厚生中央病院 三田１－１１－７ ３７１３－２１４１

ひでまる救急クリニック（※注２） 目黒１－４－１１　ＮＴビル１階２階 ３４９３－９９０１

目黒耳鼻咽喉科医院 目黒２－９－５　ブラッサム目黒３Ｆ ３４９０－４１８７

村林クリニック 目黒３－１－７　日生目黒ﾏﾝｼｮﾝ２０２ ３７１５－０１３８

ひまわり井田クリニック 目黒３－１４－３ ３７９１－７６５０

おおの内科外科クリニック 目黒４－２６－５－１Ｆ ６３０３－３８２２

花谷クリニック 下目黒２－１８－３　花谷ビル２階 ５７５９－６９７０

田中医院 下目黒２－２２－８ ３４９１－７６０６

目黒吉田内科クリニック 下目黒５－９－１５－１Ｆ ３７１２－６５７５

下目黒歯科・内科 中町１－６－１３ ３７６０－８８７７

島貫医院 中町２－９―３ ３７１２－４４８１

奈良橋医院 中町２－２０－７ ３７１２－５０８８

ちはらメディカルクリニック目黒 中町２－３０－５　敦岡ビル３階 ３７１２－７０７０

祐天寺ファミリークリニック 中町２－５０－１３ ５７２０－７７５０

仲村医院 五本木１－８－９ ３７１２－７７７６

T's clinic 五本木１－１１－２ ３７６０－００５５

みずい整形外科 祐天寺１－２２－５　エムワイビル１Ｆ ５７７３－５６６５

ゆうてんじ皮ふ科　(※注３) 祐天寺１－２２－５　エムワイビル３Ｆ ５７２１－０３０３

パイナクリニック祐天寺 祐天寺１－２３－２０　３Ｆ ６３０３－２０６３

祐天寺おひさまこどもクリニック 祐天寺２－７－２３ ラポルト祐天寺２Ｆ ３７１６－０１３０

祐天寺耳鼻咽喉科クリニック 祐天寺２－１４－１　フィオーレ祐天寺202 ３７１３－０９１８

祐天寺駅前若草医院 祐天寺２－１４－６－１Ｆ ６３０３－１３７３

たけまさクリニック 祐天寺２－１５－６ ５７６８－１３３６

祐天寺リウマチ・内科クリニック(※注４) 祐天寺２－１７－１１　２Ｆ ３７１１－５５００

小林皮膚科クリニック 目黒本町３－５－７－１０３ ３７１２－３１２１

いとう整形外科内科 目黒本町３－１５－１０ ３７１２－０２３３

小西醫院 目黒本町４－１４－１９ ５７６８－５５４１

むさしこやま耳鼻咽喉科 目黒本町６－１－２　友愛ビル３Ｆ ６４５２－３０６６

高崎クリニック 目黒本町６－３－６ ３７１２－４５２７

井手小児科 目黒本町６－１７－２７ ５７０４－３８１９

西小山耳鼻咽喉科 原町１－６－６ ６６６６－８５３３

にっとのクリニック 原町２－１４－１７ ５７０４－４０９２

柴若医院 洗足１－１４－２ ３７１２－１０８８

なんば耳鼻咽喉科 洗足２－７－１５ キューブ洗足２０１ ５８４２－１１５５

洗足整形・形成外科 洗足２－７－１５ キューブ洗足２０２ ５７０４－７７３３

洗足駅前クリニック 洗足２－２５－１９－１Ｆ ３７８６－１００９

ひもんや内科消化器科診療所 碑文谷２－６－２４ ５７０４－０８１０

ひもんや外科内科クリニック 碑文谷４－１８－１１ ３７１５－５９３２

藤田医院 碑文谷６－４－１０ ３７１２－６７３１

田口医院 碑文谷６－７－４ ３７１４－０１８８

目黒通りハートクリニック 鷹番１－１０－２ ６３０３－３３２８

学芸大駅前クリニック 鷹番２－２０－１０　学大８０ビル３Ｆ ３７９３－８１７０

学芸大西口クリニック 鷹番３－７－６－３Ｆ ５７７３－０６１５

こういち整形外科　（※注５） 鷹番３－１４－１４ ５７９４－５４１５

鷹番クリニック 鷹番３－１４－２１ ３７９３－９１２６

☆子どものインフルエンザ予防接種実施医療機関☆



今井医院 鷹番３－１５－４ ３７１２－３４８１

学芸大学ファミリークリニック 鷹番３－１５－２３　ｱｳﾞｧﾝGAKUGEIﾋﾞﾙ２Ｆ ５７６８－３９３０

平田クリニック 平町１－２６－２０ ３７１７－７２５６
都立大学駅前すみクリニック
皮膚科・アレルギー科 平町１－２７－１　ＰＡＬ都立大３Ｆ ３７２５－１１１２

もも耳鼻咽喉科 平町１－２７－８　ＦＰＣ平町ビル３Ｆ ３７１８－３３８７

阿部医院 平町２－５－７ ３７１７－２２８８

Ａｌｏｈａさおり自由が丘クリニック 緑が丘２－２４－１５　３階 ６４５９－５０６８

いいがやクリニック　（※注６） 緑が丘３－２－３ ５７２９－０２２０

伊藤小児科・アレルギー科 緑が丘３－８－８ ３７２９－１３１２

やまなか内科クリニック 緑が丘３－９－３２ ３７４８－８７３９

自由が丘整形外科リウマチ科 自由が丘１－１０－４ マイリッチビル３階 ５７２６－８２７６

ポポロ小児科自由が丘 自由が丘１－２４－１４ ５７３１－８８０６

山下診療所自由が丘 自由が丘１－３０－３ 自由が丘東急ビル７Ｆ ３７２４－３８１１

自由が丘メディカルプラザ 自由が丘２－１１－１６ 日能研自由が丘ビル2F ６４２１－１０８０

八木クリニック 自由が丘２－１６－２６ ３７１７－２２８３

松原医院 自由が丘３－１０－８ ５７０１－６７７７

アイメディカルクリニック 中根１－７－３　オフィス都立大学ビル４Ｆ ３７２５－３７４８

日扇会第一病院  (※注７) 中根２－１０－２０ ３７１８－７２８１

麗華クリニック 中根２－１３－１１－２Ｆ ３７２４－４４８７

西田医院 柿の木坂１－３４－２０ ３７２４－５３５９

柿の木坂クリニック 柿の木坂２－８－１４ ５７２６－３４２２

内科･消化器内科おくがわクリニック 八雲１－３－６　K-crossビル２０１ ３７２４－３７１５

あおい小児科 八雲１－４－３　駒原ビル３０１ ５７３１－１０６３

ふくしま内科こどもクリニック 八雲１－４－１７ ５７３１－２２０１

都立大石森脳神経外科 八雲１－５－５ ３７２５－０１７７

磯村クリニック 八雲１－１０－１７ ３７２３－８８４１

都立大わたなべ耳鼻咽喉科 八雲２－８－１１－１Ｆ ５７２６－１１３３

武田医院 八雲３－５－３ ５７２６－１１２２

鈴木小児科クリニック 八雲４－５－９－２０１ ３７２３－８１７８

駒沢ハートクリニック 八雲５－９－２１ 駒沢マンション１０２ ５７２６－３３２２

ふるかわメディカルクリニック 八雲５－１５－５ ６４５９－５５３９

あだち内科クリニック 東が丘２－１４－１ ５７７９－０８１０

※注１：すわやまクリニックは３歳以上のかたのみの実施です。

※注２：ひでまる救急クリニックは３歳以上のかたのみの実施です。

※注３：ゆうてんじ皮ふ科は３歳以上のかたのみの実施です。

※注４：祐天寺リウマチ・内科クリニックは小学生以上のかたのみの実施です。

※注５：こういち整形外科は小学生以上のかたのみの実施です。

※注６：いいがやクリニックは小学生以上のかたのみの実施です。

※注７：日扇会第一病院は小学生以上のかたのみの実施です。


