
芝公園かみやまクリニック 芝2-9-10 ダイユウビル1階 6414-5641 ★ ○ 高校生相当年齢 事前に電話での予約をお願いします。

赤塚医院
Akatsuka clinic

芝3-6-9 芝公園プラザビル2F
Shibakoen plaza Bldg 2F 3-6-9 Shiba

3451-3323 ★ ○ 高校生相当年齢 木曜、土曜、日曜休診

芝公園クリニック 芝3-15-5 ジョイビレッジ芝公園3F 3455-5525 ○ 高校生相当年齢

東京シティクリニック三田
Tokyo City Clinic Mita

芝4-5-8 池藤ビル2F
Ikefuji Bldg 2F,4-5-8,Siba

5439-5566 ★ ○ 生後6か月から高校3年生相当 要インターネット予約
英語対応医師のみ

まつみレディースクリニック三田
MATSUMI Ladies Clinic Mita

芝4-5-8 池藤ビル3F
Ikefuji Bldg. 3F, 4-5-8, Shiba

6453-8355 ★ ○ 高校生相当年齢 水曜日、日曜日　休診
英語対応医師のみ

しば胃腸こうもんクリニック
Shiba coloproctological clinic

芝4-11-5 KTビル3F
4-11-5 Shiba 3F

6453-9307 ★ ○ ○ 生後6か月から高校3年生相当 水曜、火曜午後、第2、4土曜休診

三田医院 芝5-3-10 3451-7652 ★ 小学1年生から高校3年生相当

横倉クリニック 芝5-13-13 サダカタビル3階 3456-2705 ★ ○ 高校生相当年齢 火曜休診

港三田クリニック
minato mita clinic

芝5-16-1 千代ビル3階
Sendai Bldg 3F 5-16-1Shiba

3456-3391 ★ ○ 生後6か月から高校3年生相当 詳細はホームページ記載

菅沼三田診療所
Suganuma mita clinic

芝5-19-5 JP田町1F
5-19-5-101 JP tamachi,shiba

3452-1748 ★ ○ ○ 小学1年生から高校3年生相当 水曜休診、年内は予約不要。午後にお願いします。段差はお手伝いします。

篠原医院 芝5-20-20 3451-0528 ★ 高校生相当年齢 月～金9：00～11：00、15：00～17：00

鈴木胃腸消化器クリニック 芝5-27-1 三田SSビル2階 3455-6121 ★ ○ 中学1年生から高校3年生相当 必ず予約をしてください

クリニックドクターメンタル 芝5-27-5 山田ビル201 3455-1402 ★ ○ 生後6か月から高校3年生相当

新田町ビル診療所 芝5-34-6-2F　　　 3451-2619 ★ 中学1年生から高校3年生相当 木曜以外、月火水金は10：00～12：30・14：30～17：30、
第一土曜第三土曜10：00～11：30

汐留シティセンターセントラルクリニック 東新橋1-5-2 汐留シティーセンター3F 5568-8700 ○ 高校生相当年齢 月-金は終日ワクチン接種を実施、土曜不可

伊原医院 東新橋1-7-1 汐留メディアタワー地下2階 3573-1800 ○ 6歳から高校3年生相当 木曜、日曜、祝日休診

井上胃腸科内科医院 新橋1-11-3 岩井ビル3階 3573-1690 ★ 小学1年生から高校3年生相当 診療時間内対応　土曜、日曜、祝日休診

松崎内科クリニック 新橋1-15-5 ペルサビル9F 3591-7006 ★ ○ 小学1年生から高校3年生相当 木曜、土曜、休診

新橋駅前内科クリニック 新橋1-15-7 新橋NFビル501 3593-7660 ★ ○ 3歳から高校3年生相当

新橋DAYクリニック
Shimbashi DAY Clinic

新橋1-15-7 新橋NFビル6階
Shimbashi NF Building 6F, 1-15-7, Shimbashi

050-5527-1126 ★ ○ ○ 3歳から高校3年生相当 月曜休診
英語対応医師のみ

岡野内科診療所 新橋1-18-14 三洋堂本館ビル8階 3502-8060 ○ 高校生相当年齢

森野クリニック
Morino clinic

新橋1-18-19 キムラヤ大塚ビル7F
Kimurayaotsuka Bldg7F,1-18-19,Shinbashi

3591-2200 ★ ○ ○ 高校生相当年齢 ビル入口に段差あり、小型車椅子のみ対応

新橋日比谷通りクリニック
Shinbashi Hibiya Dori Clinic

新橋2-12-16 明和ビル3F
Meiwa Bldg 3F 2-12-16 Shinbashi

3595-4976 ★ ○ 小学1年生から高校3年生相当

新橋アレルギー・リウマチクリニック
Shinbashi Allergy and Rheumatism Clinic

新橋2-16-1 ニュー新橋ビル3階318号
New Shinbashi Building No.318,16-1,Shinbashi 2-chome

3591-5464 ★ ○ ○ 生後6か月から高校3年生相当

新橋田中内科
Shimbashi Tanaka Medical Clinic

新橋2-16-1 ニュー新橋ビル319-1
New Shimbashi bldg 319-1, 2-16-1 Shimbashi

3580-9466 ○ ○ 生後6か月から高校3年生相当

ニュー新橋クリニック 新橋2-16-1 ニュー新橋ビル4F 3580-6775 小学1年生から高校3年生相当 日曜、祝日休診

汐留みらいクリニック 新橋2-19-2 リプロ新橋ビル3F 3289-3381 ★ 高校生相当年齢 木曜休診、9:00-13:00、15:00-17:30に対応

新橋青木クリニック
shimbashiaokiclinic

新橋3-23-4 青木ビル2F
3-23-4,shimbashi

3432-0381 ★ ○ ○ 2才から高校3年生相当 土曜午後、日、祝休み
車イス段差あり

悠翔会在宅クリニック新橋 新橋5-14-10 新橋スクエアビル7階 6432-0312 ★ ○ 生後6か月から高校3年生相当

西新橋みむろクリニック 西新橋1-5-9 TSビル4F 5251-8256 ★ 3歳から高校3年生相当 土日祝休診、必ず事前予約

虎の門小澤クリニック
Toranomon Ozawa Clinic

西新橋1-20-3 虎ノ門法曹ビル1階
Toranomon Hoso Bldg 1F, 1-20-3, Nishishinbashi

3507-1101 ○ ○ 小学1年生から高校3年生相当 月曜午後、木曜午後、土曜午後、日祝は休診
車イス段差のない方へ職員が誘導

佐野虎ノ門クリニック
SANO TORANOMON CLINIC

西新橋1-20-3 虎ノ門法曹ビル102号室
Toranomon Hoso Building 1F, 1-20-3, Nishishimbashi

5157-0744 ○ 小学1年生から高校3年生相当 院長のみ英語対応可、車イス段差あり

虎ノ門せりざわ内科 西新橋1-22-5 モリヤビル2階 6257-3919 ★ ○ 1歳から高校3年生相当 水曜午前休診

川島クリニック 西新橋1-23-10 南和ビル5F 3519-6651 ★ 3歳から高校3年生相当

藤美クリニック 西新橋1-24-16 平和ビル6階 3501-3705 ★ ○ 中学1年生から高校3年生相当 金曜PM、土日祝は休診日の為不可

国際医療福祉大学三田病院
IUHW MITA HOSPITAL

三田1-4-3
1-4-3，mita

3451-8121 ★ ○ ○ 生後6か月から中学3年生

東京都済生会中央病院
Tokyo saiseikai Central Hospital

三田1-4-17
1-4-17,Mita

3451-8211 ★ ○ ○ 生後6か月から高校3年生相当

三田国際ビルクリニック
Mita Kokusai Building Clinic

三田1-4-28 三田国際ビル3F
3F Mita Kokusai Building, 1-4-28 Mita

3454-8614 ★ ○ ○ 高校生相当年齢 平日午後に事前予約の上、ご来院ください。

赤羽橋皮ふ科クリニック
Akabanebashi Dermatology Clinic

三田2-7-18 GRANPORT1階
GRANPORT 1F, 2-7-18, Mita

3452-4112 ★ ○ ○ 1歳から高校3年生相当 水曜、日曜休診
車イス段差あり

たまちホームクリニック
Tamachi home clinic

三田3-1-4
3-1-4 Mita

6435-2331 ★ ○ ○ 小学1年生から高校3年生相当

田町三田やまうち眼科 三田3-1-10 4階 3454-1233 ★ ○ 小学1年生から高校3年生相当 診療時間内対応　水、土、日、祝日休診　

三田ハウス内科クリニック
Mitahouse medical clinic

三田5-2-18-109
Mitahouse109  Mita 5-2-18

5443-3864 ○ ○ 3歳から高校3年生相当

浜松町大門レディースクリニック 浜松町2-2-15 浜松町ゼネラルビル8階 6403-4105 生後6か月から高校3年生相当 日曜祝祭日は休診

ながさき内科医院 浜松町2-3-1 日本生命浜松町クレアタワー4F 3435-5707 中学1年生から高校3年生相当 予診票記入の上16:00までに来院。看護師一人体制の為、個別でお越しください。

おかだスマイルクリニック 浜松町2-3-1 日本生命浜松町クレアタワー4F 6809-1725 ★ ○ 生後6か月から高校3年生相当

芝大門いまづクリニック 芝大門1-1-14 6432-4976 ○ 生後6か月から高校3年生相当

浜松町メディカルクリニック 芝大門2-3-11 6809-2152 ○ 3歳から高校3年生相当 水曜午後休診　土日祝休診

細川内科クリニック
hosokawa internal medicine clinic

芝大門2-10-2 黒田ビル2階
Kuroda Bldg2F,2-10-2　shiba Daimon

5777-5331 ★ ○ ○ 高校生相当年齢 第1･3金曜午後、第2･4水曜午後休診

藏本内科クリニック 芝公園1-7-15 池田ビル1階 5733-3355 ○ 3歳から高校3年生相当 車イス段差あり

佐々木クリニック泌尿器科 芝大門
Sasaki urology clinic

芝公園1-7-15 池田ビル3階
Ikeda Bldg 3F, 1-7-15, Shibakoen

6435-7373 ○ ○ 小学1年生から高校3年生相当 水曜日休診　車イス1階 段差あり

Tokyo Medical & Surgical Clinic 芝公園3-4-30 32芝公園ビル2F
32 Shiba Koen Building 2F, 3-4-30 32 Shiba Koen

3436-3028 ★ ○ ○ 生後6か月から高校3年生相当 9時から17時のみ対応、土曜午後・日曜・祝日休診

虎ノ門とうまクリニック
Toranomon Toma clinic

虎ノ門1-1-16 虎ノ門中央ビル4階
Toranomon chuo Bldg 4F, 1-1-16, Toranomon

3502-4081 ★ ○ ○ 高校生相当年齢 英語対応医師のみ
要予約

虎ノ門リウマチ膠原病内科 虎ノ門1-1-18 ヒューリック虎ノ門ビル1階 6206-7388 ○ 生後6か月から高校3年生相当年齢 診察時医師は英語対応可
月〜金曜日、9:00〜12:30、14:30〜18:00

霞ヶ関診療所 虎ノ門1-1-18 ヒューリック虎ノ門ビル2階 3501-7797 ★ 高校生相当年齢 土曜日曜祝日休診

日比谷クリニック 虎ノ門1-1-20 虎ノ門実業会館5階 3508-2508 ○ 高校生相当年齢 水曜、第2･4土曜休診

アイビークリニック虎ノ門 虎ノ門1-8-8 5501-1511 ★ 高校生相当年齢

神谷町耳鼻科虎ノ門クリニック 虎ノ門1-16-17 虎ノ門黒沢ビル3階 3592-7877 ★ ○ 生後6か月から高校3年生相当

虎の門病院
Toranomon　Hospital

虎ノ門2-2-2
toranomon 2-2-2

3584-7436 ★ ○ ○ 生後6か月から高校3年生相当

虎ノ門中村クリニック
Toranomon Nakamura Clinic

虎ノ門3-10-4 虎ノ門ガーデン103
Toranomon Garden103, 3-10-4, Toranomon

6823-1409 ★ ○ 生後6か月から高校3年生相当

神谷町クリニック 虎ノ門3-17-1 TOKYUREIT虎ノ門ビル１階 3433-0343 高校生相当年齢 月曜から金曜9:45～12:15、14:15～17:15

南麻布医院 南麻布1-12-1 3452-3211 ★ ○ 小学1年生から高校3年生相当 午前は10:00から対応

劉内科整形外科
RYU's Clinic

南麻布2-2-13-205
205, 2-2-13, Mimamiazabu

5476-5489 ○ ○ 高校生相当年齢 英語対応医師のみ
受付時間9:30から12:15、14:30から18:15

古川橋病院 南麻布2-10-21 3453-5011 ○ 高校生相当年齢 月曜～金曜9:00から11:30、13:00から16:30
土曜日9:00から11:30　日曜、祝日不可

吉田整形外科
Yoshida Orthopedic Clinic

南麻布2-14-19 オキノビル1F
Okino Bldg 1F, 2-14-19 Minami-azabu

3441-1178 ○ ○ 高校生相当年齢

優里医院 南麻布4-11-30 南麻布渋谷ビル7階 6450-3500 ★ ○ 中学1年生から高校3年生相当 診療時間通り

愛育クリニック
Aiiku Clinic

南麻布5-6-8
5-6-8, Minamiazabu

3473-8305 ★ ○ ○ 1歳から高校3年生相当
（医師との相談により、生後6か月から1歳も可）

広尾かなもりクリニック
HIroo.Kanamori.Clinic

南麻布5-10-24 第2佐野ビル401
No2.Sano Bidg *401, 5-10-24, Minamiazabu

6408-0652 ★ ○ ○ 生後6か月から高校3年生相当 月曜 14時～19時、火曜・水曜 9時～12時半と14時～16時半 のみ対応

フローイーストクリニック
Flow East clinic

南麻布5-10-24-7F
Minamiazabu 5-10-24-7F

050-5511-0770 ★ ○ ○ 生後6か月から高校3年生相当

有栖川整形外科 南麻布5-13-6 5475-1070 ★ 小学1年生から高校3年生相当 院内入口階段あり

さやかウィメンズヘルスクリニック広尾
Sayaka Women’s Health Clinic Hiroo

南麻布5-15-16 ナガツビル3階
Nagatsu building 3F, 5-15-16 Minamiazabu

3473-2200 ★ ○ 小学1年生から高校3年生相当 水曜日休診

西麻布ヒフ・形成外科 西麻布1-1-1 EDGE ビル6階 5775-5353 ★ 生後6か月から高校3年生相当

岡部医院 西麻布2-24-12 3407-0076 ★ 小学1年生から高校3年生相当

麻布光輝クリニック
azabu kouki clinic

西麻布3-3-2
nishiazabu 3-3-2

6240-2912 ★ ○ ○ 生後6か月から高校3年生相当 土・日・祝日も、外来と往診にて対応

西麻布インターナショナルクリニック
Nishiazabu International Clinic

西麻布3-17-20 LY西麻布2F
2F, LY nishiazabu 3-17-20 nishiazabu

6447-5966 ★ ○ 生後6か月から高校3年生相当 平日の8:00～9:00/14:00～15:30のみ対応

西麻布クリニック 西麻布3-20-6 杉友ビル1F 3403-6696 ★ ○ 3歳から高校3年生相当 診療時間内に受付並びに接種を承ります

耳鼻咽喉科クマダ・クリニック
Kumada Clinic

西麻布4-2-6 エル・ファーストビル3F
L-First Bldg. 3F, 4-2-6 Nishi-Azabu

5766-3357 ★ ○ 1歳から高校3年生相当 木曜休診、土曜午後休診

西麻布ライフケアクリニック 西麻布4-4-3 フリーディオ西麻布1階 3797-1717 ★ 高校生相当年齢 予約は平日にお願いします。

English
support

車イス
対応

対象年齢 診療日・英語対応・車イス対応・その他　

令和４年度　港区子どものインフルエンザ予防接種実施医療機関名簿／The list of hospitals
・接種可能日時は、医療機関ごとに異なるので、必ず事前に医療機関に電話等で確認してください。
・★印は、予約が必要な医療機関です。必ず予約してください。
・この名簿は、令和４年１２月２８日時点のものです。新型コロナウイルス感染症の拡大に伴い、内容が変更されている場合があります。
・Please check here for hospitals that can speak English.

医　　療　　機　　関　　名 所　　在　　地 電　　話 事前
予約

みなと保健所　保健予防課
電話03-6400-0081　　FAX03-3455-4460
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丸茂レディースクリニック 六本木1-6-1 泉ガーデンタワー4F 5575-5778 ★ ○ 中学1年生から高校3年生相当 木曜、日曜、祝日休診

泉ガーデン桜十字クリニック
Izumi Garden Sakurajyuji Clinic

六本木1-6-3　B1(泉ガーデンテラス４F部分)
Izumi Garden Wing B1 ,1-6-3,Roppongi

5575-3888 ○ ○ 高校生相当年齢 車イス用トイレ無し　予約不要ですがWEB予約推奨

六本木ファーストクリニック
Roppongifirst  clinic

六本木1-7-27 全特六本木ビルEAST1階
Zentokuroppongi Bldg, 1-7-27, Ropponngi

5574-7788 ○ 3歳から高校3年生相当

中村クリニック 六本木4-5-3 3401-8003 ○ 生後6か月から高校3年生相当 木曜休診

岸本クリニック
KISHIMOTO clinic

六本木5-16-4 六本木エーワンビル4F
Roppongi A1 Bldg 4F, 5-16-4, Roppongi

3589-2112 ★ ○ ○ 3歳から高校3年生相当

モーニングクリニック六本木内科耳鼻咽喉科OR 六本木6-1-8 六本木グリーンビル7階 5860-6935 ★ 生後6か月から高校3年生相当 月曜、火曜、水曜については、午後外来のみ対応、日曜休診
クリニック内に一ヶ所段差あり

ジェネラルクリニック 六本木6-1-8 六本木グリーンビル8F 3401-0333 ★ 中学1年生から高校3年生相当 日曜休診

六本木北浜診療所
ROPPONGHI KITAHAMA clinic

六本木6-1-20 六本木電気ビル2階
ropponghi 6-1-20 ropponghi dennki building 2F

3402-0792 ★ ○ ○ 生後6か月から高校3年生相当

あべ耳鼻咽喉科クリニック 六本木6-1-20 六本木電気ビル2階 3401-3387 ★ ○ 生後6か月から高校3年生相当 日祝水全日土午後休診、土の接種は基本不可
英語対応医師のみですが接種は可能です

六本木にしやま整形外科 六本木6-5-20 3470-0015 ★ ○ 小学1年生から高校3年生相当 第2･4土曜休診　第1･3･5土曜は10:00から13:00

六本木ブレストレディースクリニック
Roppongi Breast Ladies Clinic

六本木6-7-10 簗場ビルB1F
Roppongi 6-7-10 YANABA building B1F

6721-1361 ★ ○ ○ 高校生相当年齢 金曜休診

六本木ヒルズクリニック
ROPPONGI HILLS CLINIC

六本木6-10-1 六本木ヒルズ森タワー6階
Roppongi Hills Mori Tower 6F,6-10-1Roppongi

3796-0066 ○ ○ 高校生相当年齢 月～金（平日）15:00～17:00、保護者などの同伴が必須

ウスイ内科クリニック
I・Usui Medical Clinic

六本木6-16-50 葛野ビル2F
6-16-50-2F, Roppongi

3401-0271 ○ 3歳から高校3年生相当

わかばクリニック 六本木7-15-10　6F 5786-4011 ★ ○ 小学1年生から高校3年生相当 完全予約制の為、事前予約必須

祐ホームクリニック麻布台
Yu Home Clinic Azabudai

麻布台3-4-18-101 クリーデンス麻布台
3-4-18-101 Azabudai, Credence Azabudai

050-3823-0159 ★ ○ ○ 生後6か月から高校3年生相当 訪問診療専門のクリニックです。
平時はクリニックに医師不在のため、必ず予約が必要となります。

あおば皮フ科クリニック
Aoba Dermatology Clinic

麻布十番1-5-8 ヴェスタビル2F
VESTA Bldg 2F, 1-5-8, Azabujuban

6447-1290 ★ ○ ○ 生後6か月から高校3年生相当 土曜午後、日祝日休診   ご予約は電話で承ります

ホロン鳥居坂クリニック
Holontoriizaka clinic

麻布十番1-5-8 ヴェスタビル4F
Vesta Building 4F, 1-5-8, Azabujyuban

5770-8733 ★ ○ ○ 生後6か月から高校3年生相当 水曜、第5日曜、祝日は休診
通訳サービスあり、車椅子の方は1階到着後お電話下さい

大森真帆麻布十番クリニック
Omori Maho Azabujuban Clinic

麻布十番1-5-9 高橋ビル2階
Takahashi Bldg2F,1-5-9,Azabujuban

6455-4317 ★ ○ 生後6か月から高校3年生相当 月曜午前休診、土曜隔週、日祝休診

麻布十番まなみウィメンズクリニック
Azabujuban Manami Womens Clinic

麻布十番1-5-19 ラトリエメモワールビル2階
Azabujuban 1-5-19 2F

3405-0928 ★ ○ 中学1年生から高校3年生相当 水曜、日曜、祝日休診

たくま内科・神経内科クリニック
Takuma Neurology Clinic

麻布十番1−7−1 MGB麻布十番ビル4F
MGB Azabujuban Bldg 4F, 1-7-1 Azabujuban

6434-7478 ○ ○ 高校生相当年齢 木曜土曜午前のみ、木曜不定休（要確認）

なかむらそうクリニック
nakamura so clinic

麻布十番1−7−1 MGB麻布十番ビル5F
MGB Azabujuban Bldg 5F, 1-7-1 Azabujuban

6434-7828 ★ ○ ○ 高校生相当年齢 水曜休診

みのやまクリニック
MINOYAMA clinic

麻布十番2-1-1 あべちゃんビル4F
Abechan Bldg 4F, 2-1-1, Azabujyuban

6459-2686 ★ ○ 高校生相当年齢 12:00から17:00のみ対応

中村麻布十番クリニック
Nakamura Azabujuban Clinic

麻布十番2-2-10 麻布十番スクエア2階
Azabu Junan square2F 2-2-10 Azabujuban

5419-7300 ○ ○ 生後6か月から高校3年生相当 当日のみ予約可

麻布ウィメンズクリニック 麻布十番2-3-12 ベルフォーレ麻布3F 6809-3103 ★ ○ 生後6か月から高校3年生相当 当日対応可能だが、できれば予約

麻布十番皮フ形成外科クリニック
AZABU　JUBAN　SKIN　CLINIC

麻布十番2-12-4　AZABUPARKHAUS201
AZABUPARKHAUS201,2-12-4,AZABUJUBAN

5419-1103 ○ 生後6か月から高校3年生相当 火曜休診

馬場クリニック 麻布十番2-13-2 アザブクマイビル2F 3454-7788 ★ 小学1年生から高校3年生相当 事前予約が必要（当日予約不可）

サニーガーデンこどもクリニック
Sunnygarden  Clinic Pediatrics

麻布十番2-16-4 プラスワンビル3F
Plus one Bldg 3F, 2-16-4, Azabujuban

6722-6623 ★ ○ 生後6か月から高校3年生相当 Web予約をお願いします

麻布十番整形外科 麻布十番2-20-10 3452-5546 ★ ○ 小学1年生から高校3年生相当

草間かほるクリニック 麻布十番3-5-1 バルゴ麻布ビル5F 5730-1926 1歳から高校3年生相当 日・祝休診、水曜要確認、火曜午前女性のみ、土曜13時まで対応

小田原医院 麻布十番3-11-12 仙台坂オークヒルズ２F 3451-4595 ○ 生後6か月から高校3年生相当 車イス要事前連絡

古川医院 東麻布3-7-13 MD麻布2F 3583-2837 ★ 生後6か月から高校3年生相当 水曜・第1･第3土曜・日曜・祭日休診

赤坂虎の門クリニック
AKASAKATORANOMON　Clinic

赤坂1-8-1 赤坂インターシティAIR地下1階
Akasaka Intercity-Air B1F､1-8-1､Akasaka

3583-8080 ○ ○ 高校生相当年齢 土曜､日曜､祝日休診

大星クリニック 赤坂2-9-11 オリックス赤坂2丁目ビルB1 6426-5933 ★ ○ 高校生相当年齢 土曜、日曜、祝日休診

湊メディカルクリニック
MINATO Medical Clinic

赤坂2-11-3 福田ビルウエスト2階
Fukuda Bldg West 2F. 2-11-3. Akasaka

5570-5888 ★ ○ ○ 小学1年生から高校3年生相当 原則午後に受付 水日祝休診、土曜午前のみ
平日日中英語対応可能事務担当者あり

赤坂ファミリークリニック
Akasaka Family Clinic

赤坂2-15-15 赤坂プラザビル3階
Akasaka 2-15-15, Akasaka Plaza Bldg., 3rd Floor

5562-8825 ★ ○ ○ 生後6か月から高校3年生相当 月曜全日および木曜午前休診

岩沢医院 赤坂3-1-16 ＢＩビル2Ｆ 3583-6155 ★ 生後6か月から高校3年生相当 水曜、金曜午後休診

マリーゴールドクリニック 赤坂3-2-2-4階 3582-3131 ★ 生後6か月から高校3年生相当 水曜、土曜午後、日祭日休診

赤坂内視鏡クリニック
AKASAKA ENDOSCOPIC CLINIC

赤坂3-5-5 ストロング赤坂ビル5F
Strong Bldg 5F,3-5-5,Akasaka

6441-2528 ★ ○ ○ 高校生相当年齢

ふなきクリニック
Funaki Clinic

赤坂3-15-9 萬屋ビル5F
Akasaka 3-15-9　Yorozuya　Bdg. 5F

3505-0300 ★ ○ ○ 高校生相当年齢 英語対応医師のみ　土曜、日曜、祝日休診
10:00から12:00、14:30から17:00のみ対応

赤坂山王メディカルセンター 赤坂4-1-26W棟7階 6230-3701 ★ ○ 生後6か月から高校3年生相当 土・日・祝日を除く月～金、9時～11時半、13時半～16時半
車イスご利用の際は、入り口に坂あり

清水クリニック 赤坂4-4-11 赤坂丹後町ビル 6441-0358 ★ ○ 生後6か月から高校3年生相当

菅原クリニック東京脳ドック
SUGAWARA CLINIC TOKYO MEDICAL CHECKUP

赤坂5-2-20 赤坂パークビル2階
Akasaka-ParkBuilding 2F, 5-2-20, Akasaka

5573-8822 ★ ○ ○ 3歳から高校3年生相当 英語対応一部医師とスタッフのため曜日による

赤坂おだやかクリニック
Akasaka Odayaka Clinic

赤坂5-3-1 赤坂BIZタワーアネックス2階
Akasaka Biz Tower 2F,5-3-1,Akasaka

6234-0511 ★ ○ ○ 生後6か月から高校3年生相当 土・日・祝日休診
エレベーターあり スタッフはポケトークで多言語対応可能

おおたけ消化器内科クリニック 赤坂6-3-20 HATビル4階 3588-1371 ★ ○ 高校生相当年齢 水、日曜休診

七番館クリニック 赤坂7-6-41 赤坂七番館103 3584-7177 ★ 生後6か月から高校3年生相当 土曜休診　日曜、祝日7:30～11:00

谷村クリニック 赤坂7-6-52 3587-1239 ★ ○ 高校生相当年齢 木曜休診　土曜午前のみ診療

山王病院 赤坂8-10-16 3402-3151 ★ ○ 生後6か月から高校3年生相当 予防接種実施については、当院ホームページ案内をご確認願います

高沢内科クリニック 赤坂8-13-12 3401-9630 ○ 3歳から高校3年生相当 月、水、金曜　9～12時の対応
車イス段差多少あり

乃木坂ACクリニック
noguizaka AC clinic

赤坂9-6-28 アルベルゴ乃木坂408
arubergo nogizaka 408 9-6-28 akasaka

5414-1192 ★ ○ 生後6か月から高校3年生相当 接種可能時間は要問合せ　木曜金曜第3土曜休診

山内ハートクリニック
YAMAUCHI HEART CLINIC

南青山1-1-1 新青山ビル西館3階
Shin-aoyama Bldg West 3F, 1-1-1, Minami-aoyama

3475-1880 ○ ○ 小学1年生から高校3年生相当

長谷クリニック 南青山1-1-1 新青山ビル西館3階 3475-1781 ★ ○ 小学1年生から高校3年生相当 木曜のみ昼休み12時15分から

新青山クリニック
ShinAoyamaClinic

南青山1-1-1 新青山ビル西館3階
Minamiaoyama1-1-1 ShinAoyama bldg.west3

3475-1181 ★ ○ ○ 高校生相当年齢 土曜、日曜、祝日休診
接種時間は15時から17時のみ対応

南青山皮フ科 南青山1-15-28 プラチナコート南青山2階 5771-6255 ★ 中学1年生から高校3年生相当

青山耳鼻咽喉科 南青山2-13-11-301 3478-8741 ★ ○ 生後6か月から高校3年生相当 木曜・第2.4土曜・日祝日休診

藤田クリニック 南青山2-22-19 アドバンテック南青山ビル7階 5772-7381 ★ ○ 生後6か月から高校3年生相当

南青山みみのクリニック 南青山3-3-16 ハレアカラ南青山1F 5772-6450 ★ ○ 3歳から高校3年生相当

中山医院
Chuuzan clinic

南青山3-14-19
3-14-19 Minamiaoyama

6434-5122 ★ ○ ○ 小学1年生から高校3年生相当 英語対応医師のみ、車イス段差あり

青山明石クリニック
Aoyama Akashi Clinic

南青山3-14-24　ピロティ青山　104号室
Pilotis Aoyama room104, Minami-Aoyama3-14-24

6447-4525 ★ ○ 高校生相当年齢

南青山TOKUNAKAクリニック
tokunaka clinic

南青山3-16-1 南青山巴ビル3階
Tomoe Bldg 3F,3-16-1 minamiaoyama

6812-9480 ★ ○ ○ 1歳から高校3年生相当

青山メンタルクリニック 南青山3-18-15 サンコーノビル４階 5772-9200 ★ 小学1年生から高校3年生相当 対応は主に水曜午後、木曜午前の時間帯
車イス段差あり

南青山おおつかクリニック 南青山4-9-17 5786-3288 ★ ○ 生後6か月から高校3年生相当 木曜・日曜祝日休診　土曜午後休診

青山内科医院 南青山5-1-22-3F 3499-6500 ★ ○ 小学1年生から高校3年生相当 水曜午後4時まで、木曜午後休診

やべ耳鼻咽喉科表参道
Yabe ENT clinic

南青山5-10-19-5F
Shinyou Bldg 5F, 5-10-19, Minamiaoyama

3409-3387 ★ ○ ○ 3歳から高校3年生相当 日曜祝日、第1・3・5土曜休診，9時30分から13時、15時から18時まで

青山天野クリニック 南青山5-10-19 青山真洋ビル6F 5485-1114 ○ 小学1年生から高校3年生相当 受付時間は診察終了30分前まで
英語対応医師のみ

南青山さとう内科 南青山6-12-11 3409-7150 小学1年生から高校3年生相当 外来終了１時間前までに接種完了を

南青山内科クリニック
Minamiaoyama medicalclinic

南青山7-8-8-101
Minamiaoyama7-8-8-101

6805-1836 ★ ○ ○ 1歳から高校3年生相当 水金祝日は休診

ガーデンクリニック広尾
Garden Clinic Hiroo

南青山7-14-7-2F
Nansei NS Bldg 2F, 7-14-7 Minami Aoyama

6427-9198 ○ 生後6か月から高校3年生相当 木曜休診、土曜と平日17時から18時は混雑可能性あり

ミネルバクリニック 北青山2-7-25 神宮外苑ビル1号館2階 3478-3768 ★ 3歳から高校3年生相当 火曜・水曜休診

アットホーム表参道クリニック 北青山2-12-31 第3イノセビル2階 3423-3232 ★ ○ 高校生相当年齢 完全予約制　日曜、祝日休診

東京メディカルテラス
Tokyo Medical Terrace

北青山2-13-4 青山MYビル4F
Aoyama MY Bldg 4F, 2-14-4, Kita-aoyama

6721-1899 ★ ○ ○ 高校生相当年齢

仁保医院 北青山3-2-5 NH青山ビル3階 3401-1001 ★ 生後6か月から高校3年生相当 日祭日、木曜、第三月曜休診

おりつこどもクリニック
Oritsu Kids Clinic

北青山3-5-4 青山高野ビル5F
Aoyama Takano Bldg 5F, 3-5-4, Kitaaoyama

6721-1188 ★ ○ 生後6か月から高校3年生相当 水曜休診、小児優先
英語対応医師のみ

表参道内科眼科 北青山 表参道サンケイビル3階 5466-9971 ○ 高校生相当年齢

武村医院 北青山3-12-2 3407-7826 3歳から高校3年生相当 在庫状況によるので要電話相談

みなと保健所　保健予防課
電話03-6400-0081　　FAX03-3455-4460
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対象年齢 診療日・英語対応・車イス対応・その他　

・接種可能日時は、医療機関ごとに異なるので、必ず事前に医療機関に電話等で確認してください。
・★印は、予約が必要な医療機関です。必ず予約してください。
・この名簿は、令和４年１２月２８日時点のものです。新型コロナウイルス感染症の拡大に伴い、内容が変更されている場合があります。
・Please check here for hospitals that can speak English.

医　　療　　機　　関　　名 所　　在　　地 電　　話 事前
予約

白金高輪海老根ウィメンズクリニック
EBINE　WOMEN‘S　CLINIC

高輪1-2-17 高輪梶ビル5階
Takanawakajibuilding5F,1-2-17,Takanawa

5789-2590 ★ ○ 生後6か月から高校3年生相当 予約制
英語対応医師のみ

白金高輪駅前内科・糖尿病クリニック
Shirokanetakanawa station clinic of internal medicine and dlabetes

高輪1-4-13 高輪NYビル2階
TakanawaNY Bldg 2F 1-4-13Takanawa

6456-2939 ★ ○ ○ 高校生相当年齢 英語対応医師のみ
木曜、日曜、祝日休診

ロイヤルレディスクリニック白金高輪
ROYAL LADIES CLINIC SHIROKANE TAKANAWA

高輪1-4-13 3階
3F, 1-4-13, Takanawa

3280-3338 ★ ○ ○ 3歳から高校3年生相当 電話が混み合うことがありますので、できればオンライン予約システムをご利用くださ
い。https://chouseisancal.com/rlcyoyaku

白金高輪耳鼻咽喉科クリニック 高輪1-4-13 高輪NYビル5F 3441-1133 ★ ○ 1歳から高校3年生相当

ぽれぽれクリニック
Polepole clinic

高輪1-5-21 ルート高輪ビル4階
Ru-to takanawa Bldg 4F, 1-5-21, Takanawa

5422-7626 ★ ○ ○ 生後6か月から高校3年生相当 水曜休診

高輪内科クリニック
Takanawa Medical Clinic

高輪1-16-4
1-16-4, Takanawa

3449-6748 ○ 3歳から高校3年生相当 水曜休診、土曜午後休診

かただ小児科クリニック 高輪2-5-14 5475-3260 ★ ○ 生後6か月から高校3年生相当 予約はインフルエンザ予約専用サイトからご予約下さい。

高輪整形外科クリニック 高輪2-15-8 グレイスビル泉岳寺前5階 5447-6808 中学1年生から高校3年生相当 水曜休診

品川ハートメディカルクリニック 高輪2-15-11 高輪ホワイトマンション105 5422-8841 ★ ○ 生後6か月から高校3年生相当

高輪みつるクリニック 高輪2−16−10 6432-5224 ★ 3歳から高校3年生相当 火曜、土曜午後、日曜休診

伊皿子坂医院 高輪2-16-52 パラシオン高輪101 5447-7701 生後6か月から高校3年生相当 日祝、第1・3・5水曜は休診　土曜は13時まで

城南高輪クリニック 高輪3-5-20 グランドメゾン高輪台1F 3441-0435 ★ ○ 1歳から高校3年生相当 月、火、木、土曜9時から12時　1歳から5歳までは小児科外来で対応

口羽医院 高輪3-7-7 ピアース高輪1F 3441-2819 ★ ○ 小学1年生から高校3年生相当

堀産婦人科 高輪3-7-8 3449-3541 ○ 3歳から高校3年生相当

かがやき内科・糖尿病クリニック 高輪3-8-17 TK高輪ビル6階 3441-0398 ★ ○ 3歳から高校3年生相当

高輪台皮フ科 高輪3-10-3 UKハウス高輪台1F2F 5488-7855 ★ ○ 中学1年生から高校3年生相当 木曜休診　トイレは段差あり

もとやまクリニック 白金1-8-9 3473-2866 ○ 生後6か月から高校3年生相当 日、祝休診、金曜土曜午後休診

白金タワークリニック
SHIROKANE TOWER CLINIC

白金1-17-1 白金タワー106
Shirokane Tower106,1-17-1,Shirokane

5789-3882 ○ ○ 生後6か月から高校3年生相当 午前中は11時まで、水・土曜の午後・日祝日休診
英語対応医師のみ

白金三光クリニック
Shirokane Sanko clinic

白金1-25-31-102
1-25-31-102 Shirokane

6456-4350 ○ ○ 3歳から高校3年生相当 土曜は対応不可
英語対応は医師のみ、事前予約で。

カピバラあかちゃんこどもクリニック
Kapibara kids clinic

白金1-26-4 アイム白金高輪1F
1-26-4 Shirokane

6277-3008 ★ ○ ○ 生後6か月から高校3年生相当

やまうち循環器内科クリニック 白金2-3-3 カームコート白金高輪1階 6456-4115 中学1年生から高校3年生相当

白金ハートクリニック 白金3-10-6 コスモ白金シティフォルム102 5447-0810 ★ ○ 3歳から高校3年生相当 木曜午後休診

耳鼻咽喉科望月医院
Mochizuki ENT Clinic

白金3-10-18
3-10-18 Shirokane

3442-3387 ★ ○ ○ 生後6か月から高校3年生相当

白金クリニック 白金6-22-12 3441-3408 ○ 高校生相当年齢 事前に電話にて要確認

都ホテル東京メディカルクリニック
Miyako Hotel Tokyo Medical Clinic

白金台1-1-50 シェラトン都ホテル東京地下1階
Sheraton Miyako Hotel Tokyo B1F Shirokanedai

3473-1651 ○ ○ 3歳から高校3年生相当 月・火・木・金曜　15時から17時のみ対応
英語対応医師のみ

高輪台おおみち循環器内科クリニック
Omichi cardiology clinic

白金台2-11-8-3F 永昌高輪台ビル3F
Shirokanedai 2-11-8-3F

5422-9105 ★ ○ ○ 小学1年生から高校3年生相当 木曜休診

山根耳鼻咽喉科医院 白金台2-23-13 3444-5448 ★ 小学1年生から高校3年生相当

白金台おがわクリニック 白金台3-8-3 6447-7081 ○ 生後6か月から高校3年生相当 水・日・祝日休診、土9:00～12:30受付

エムズクリニック白金 白金台3-14-4 ＬBビル4F 3280-3387 生後6か月から高校3年生相当 乳児の初回接種、卵アレルギーの方は小児科での接種をすすめています

白金台耳鼻咽喉科
Shirokanedai ENT Clinic

白金台3-15-21 谷島ビル2F
Tanishima Bldg 2F, 3-15-21 Shirokanedai

6408-5088 ○ 生後6か月から高校3年生相当

白金台皮膚科 白金台3-16-8 クレール白金台2F 3447-8080 ★ ○ 3歳から高校3年生相当 水曜日休診、電話もしくは窓口で予約可

クリニックばんびぃに 白金台3-16-13 ウスイビル5F 3441-4150 ★ 生後6か月から高校3年生相当 完全予約制。在庫状況によりお受けできないことがありますので、ご了承下さい。

石原内科クリニック 白金台4-2-11 白金台クレスト3階 5423-5560 ★ ○ 高校生相当年齢 水曜休診

白金坂の上診療所
SHIROKANE HILLSIDE CLINIC

白金台4-7-8 ストーリア2階
2F , 4-7-8 , Shirokanedai

3447-3232 ○ ○ 生後6か月から高校3年生相当 水・土曜は午後休診、木曜午前のみ小児ワクチン不可。
英語対応は医師のみ

鈴木医院 白金台4-12-11 3441-6668 生後6か月から高校3年生相当 事前に在庫の確認が必要です。

白金台診療所 白金台5-18-6 3473-4741 ○ 生後6か月から高校3年生相当

愛育病院
AIIKU　HOSPITAL

芝浦1-16-10
1-16-10,Shibaura

6453-7311 ★ ○ ○ 生後6か月から高校3年生相当 接種日は病院のホームページを確認

有明みんなクリニック田町芝浦院 芝浦3-2-28 HTアジール1階 6722-6300 ★ ○ 生後6か月から高校3年生相当 要予約
車イスの人はクリニックへ事前連絡をしてください

高櫻内科・脳神経クリニック 芝浦3-11-5 第三協栄ビル1F 6722-6322 ★ ○ 高校生相当年齢 診療日時：月～金10:00から13:00、16:00から19:00　入口（外）に段差あり

とようら小児科
Toyoura Pediatric Clinic

芝浦3-11-5 第三協栄ビル2階
Daisan Kyoei Bldg 2F, 3-11-5, Shibaura

5442-8872 ★ ○ ○ 生後6か月から高校3年生相当 英語対応医師のみ

ありいずみ内科 芝浦3-11-8 ミナトヤビル3F 5419-7881 ★ ○ 中学1年生から高校3年生相当 トイレ段差あり

芝浦メディカル
SHIBAURA MEDICAL

芝浦3-13-11 Medical Square 芝浦5F・6F
Medical Square Shibaura 5F・6F, 3-13-11, Shibaura

5443-3583 ○ ○ 生後6か月から高校3年生相当 土曜午後、日曜、祝日は休診

田町芝浦耳鼻咽喉科
Tamachi Shibaura E.N.T. clinic

芝浦3-19-19 オー・アイ・芝浦2F
O・I・Shibaura Bldg 2F, 3-19-19, Shibaura

5418-8733 ★ ○ ○ 小学1年生から高校3年生相当 木曜、土曜午後、日曜、祝日休診　Web予約可

芝浦ホームクリニック
shibaura home clinic

芝浦4-9-18-613
Shibaura4-9-18-613

5419-7746 ★ ○ 小学1年生から中学3年生 訪問診療の患者様優先

芝浦こどもクリニック 芝浦4-20-4-芝浦アイランドブルームホームズ1階 5730-0108 ★ ○ 生後6か月から中学3年生 11〜11:50, 15〜16時の時間帯でお願いします

芝浦アイランド内科クリニック 芝浦4-20-4 芝浦アイランドブルームホームズ2階 5730-0221 ★ ○ 中学1年生から高校3年生相当

芝浦アイランド皮フ科
Shibaura Island Skin Clinic

芝浦4-20-4 芝浦アイランドブルームホームズ2階
Bloom Homes 2F, 20-4, Shibaura 4 chome

5765-2622 ○ ○ 3歳から高校3年生相当 英語対応医師のみ

松島クリニック汐留 海岸1-1-1 アクティ汐留2階 3437-7311 ○ 高校生相当年齢 インフルエンザ予防接種ご希望の方は、接種当日ワクチンの在庫確認の
お電話をください。

竹芝水辺のクリニック
Takeshiba Waterside Clinic

海岸1-10-30 アトレ竹芝タワー棟3F
#3F atre Takeshiba Tower, 1-10-30, Kaigan

3432-3232 ★ ○ ○ 小学1年生から高校3年生相当

東京港診療所
Tokyo-kou-shinryoujo

海岸3-9-5-2階
3-9-5-2F  Kaigan

3451-4620 ○ ○ 生後6か月から高校3年生相当 第1、3土曜日は9時から12時まで受付

インディバークリニック
Endeavor Clinic

海岸3-26-1 バーク芝浦ビル5F
3-26-1 Kaigan,BARQUE shibaura bldg.5F

6436-7991 ★ ○ ○ 中学1年生から高校3年生相当 曜日によって対応時間が変わるため、事前にクリニックへ連絡し予約をお願いします。
英語対応・車イスの人はクリニックへ事前連絡をしてください。

品川港南クリニック
ShinagawaKohnan  Climic

港南2-4-7 石橋ビル
Isibasi  Bidg 3F ,  2-4-7  Kohnan

3472-0085 ★ ○ ○ 生後6か月から高校3年生相当

品川ストリングスクリニック
SHINAGAWA STRINGS clinic

港南2-16-1 品川イーストワンタワー307A
Shinagawa East One Tower 307A,2-16-1,Konan

3471-3014 ○ ○ 中学1年生から高校3年生相当 月-金曜日（10時-12時30分、15時-18時）土曜日（10時-13時）日祝休診
英語対応医師のみ、エレベーターあり

品川Vタワー整形外科
Shinagawa V tower Orthopedics Surgery

港南2-16-7 品川Vタワー1F
Shinagawa V tower 1F, 2-16-7,kounan

5715-3383 ★ ○ ○ 3歳から高校3年生相当

にしや耳鼻咽喉科クリニック
Nishiya ENT clinic

港南2-16-7 品川Vタワー2F
ShinagawaV tower 2F, 2-16-7, Kohnan

5715-0248 ○ ○ 生後6か月から高校3年生相当 土曜、日曜休診

若田クリニックシテイタワー品川 港南4-2-6-201 3471-2972 ○ 生後6か月から高校3年生相当 午前9時−12時30分、午後3時−6時。木曜、土曜午後休診。

ワールドシティ益子クリニック 港南4-6-7 キャピタルタワー3F 5783-0331 ○ 生後6か月から高校3年生相当 午前は11時、午後は17時受付終了

お台場クリニック 台場1-5-7-105 5531-0731 ○ 生後6か月から高校3年生相当 水曜休診、対応時間をご確認下さい
車イス段差あり

みなと保健所　保健予防課
電話03-6400-0081　　FAX03-3455-4460

3/3


