
エリア 医療機関名 電話番号 住　　所

小林内科クリニック 5977-8070 巣鴨1-4-1

巣鴨ホームクリニック 6912-2995 巣鴨1-12-1冠城園ビル6Ｆ

巣鴨皮膚科医院 3947-7700 巣鴨1-14-8-Ｂ1

アーバンハイツクリニック 3946-6721 巣鴨1-16-2 ｱｰﾊﾞﾝﾊｲﾂ巣鴨B棟

すがも腎クリニック 6902-3880 巣鴨1-18-8 巣鴨東宝ﾋﾞﾙ

アイビー胃腸内視鏡内科クリニック 5978-8300 巣鴨1-18-10 三喜ﾄﾖﾍﾟｯﾄﾋﾞﾙ8Ｆ

巣鴨駅前胃腸内科クリニック 5940-3833 巣鴨1-18-11十一屋ビル4Ｆ

櫻和メンタルクリニック 5319-1908 巣鴨1-19-12 八木下ﾋﾞﾙ3F

巣鴨さかたクリニック 3947-6216 巣鴨1-23-7

松丸胃腸科外科 3944-4462 巣鴨1-24-8-1F

巣鴨泌尿器科・内科クリニック 6912-0767 巣鴨1-30-2 ﾊｲﾂｻﾝｱﾍﾞﾆｭ-2F

及川医院 3945-9270 巣鴨1-40-5

すがも小林皮フ科 5972-1825 巣鴨2-1-2 ﾌﾞﾗｳﾝﾀﾜ-3F

巣鴨クリニック 3918-1666 巣鴨2-4-2岡田ﾋﾞﾙ301

巣鴨レディｰスクリニック 3916-2262 巣鴨2-5-12真野ﾋﾞﾙ2階

みどりぎ皮ふ科 5961-9966 巣鴨2-13-11

阿部医院 3918-4350 巣鴨3-17-13

巣鴨こしいしクリニック 3918-6566 巣鴨3-30-3

司生堂クリニック 3910-8181 巣鴨3-33-3　司生堂ビル2F

とよかま内科 5961-5152 巣鴨3-34-10 ｲ-ｸﾞﾙ巣鴨101

江戸橋診療所 3918-1768 巣鴨4-4-8

巣鴨医院 5567-1955 巣鴨4-22-4

巣鴨大通りクリニック 3940-0350 巣鴨4-28-4 ｵｰｶﾞｽﾄ80 1階　

吉田クリニック 5907-3553 巣鴨4-30-12

藤本医院 5974-1577 西巣鴨1-9-1

山口病院 3915-5885 西巣鴨1-19-17

仙石クリニック 3576-5858 西巣鴨1-21-4

月本診療所 3918-6272 西巣鴨2-1-16

久保田クリニック 3917-0062 西巣鴨3-19-3

高田クリニック 3576-7275 西巣鴨3-25-11 ﾒﾄﾛｴｽﾃｰﾄ西巣鴨207

おおぞら内科・皮ふ科 3910-1136 西巣鴨4-6-2 静谷ﾏﾝｼｮﾝ1階

梅園医院 3918-1296 西巣鴨4-13-11

駒一クリニック 5977-8701 駒込1-4-1

部坂耳鼻咽喉科医院 3946-2087 駒込1-29-1

北村医院 5940-7731 駒込1-32-1駒込富士ﾊｲﾂ1F

駒込山王クリニック 6304-1839 駒込1-37-10 駒信ｲﾝﾃﾘｼﾞｪﾝﾄﾋﾞﾙ1F

駒込あおば内科 5981-6888 駒込1-38-2 駒込駅前ﾋﾞﾙ2F

安井医院 3941-5677 駒込1-44-1

駒込北口クリニック 3949-2177 駒込2-3-6 駒込北口ﾋﾞﾙ1F

加塚医院 3910-3811 駒込2-5-5

高橋クリニック 5907-7311 駒込2-12-11古川ﾋﾞﾙ2F

金澤医院 3910-4952 駒込3-5-7

みやけ医院 6903-7211 駒込4-2-17

野田さくらハートクリニック 3915-5500 駒込4-15-19

こまごめ整形外科内科 5907-5700 駒込6-27-10 ｼｬﾝﾎﾟｰﾙ清1F

幸和クリニック 3917-8105 駒込6-33-17

一心病院 3918-1215 北大塚1-18-7

大塚台クリニック 5974-6141 北大塚1-23-3

山下診療所大塚 3910-6711 北大塚2-13-1 Ｇ.Ｈ.Ｙビル5階

晴和医院 3917-3503 北大塚2-2-5

大塚北口診療所 3949-1141 北大塚2-6-12 青木ﾋﾞﾙ

大塚山田脳神経外科クリニック 5961-0533 北大塚2-10-5BMAﾋﾞﾙ3Ｆ

伊藤内科小児科医院 3918-4074 北大塚2-17-12

大塚メディカルクリニック 5961-5850 北大塚2-27-3

【平成２８年度】 高齢者インフルエンザ実施医療機関リスト 　（10/1～ Ｈ29年1/31まで）
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クリニック西川 5395-0721 南大塚2-45-9 ﾔﾏﾅｶﾔﾋﾞﾙ1階

さかつげ医院 3946-7278 南大塚1-27-16

モモ・メディカル・クリニック 3945-3344 南大塚1-51-1

渡辺胃腸科医院 3943-6371 南大塚1-53-1

七村整形外科医院 3947-1010 南大塚2-2-18

おおつか内科クリニック 6902-3200 南大塚2-10-1 南大塚二丁目ﾋﾞﾙ2F

大蔵耳鼻咽喉科 3947-8733 南大塚2-11-8

新大塚こどもクリニック 3944-0808 南大塚2-15-7 ｱﾙｶﾃﾞｨｱ新大塚1Ｆ

まの産婦人科 5940-0303 南大塚2-25-9 田口ﾋﾞﾙ1階

大塚第一診療所 3941-0888 南大塚2-25-20

十九浦医院 3941-8575 南大塚2-35-3

くにやクリニック 5319-0873 南大塚2-37-11 ﾊｲﾑｾｸｵｲｱ101

南大塚クリニック 3943-7277 南大塚2-41-9坂本ﾋﾞﾙ1F

南大塚耳鼻咽喉科クリニック 6912-0187 南大塚2-42-6信友大塚ﾋﾞﾙ5F

山川病院 3982-7798 南大塚3-9-11

横山クリニック 5985-6006 南大塚3-32-10今井保全ﾋﾞﾙ1F

南大塚整形外科 3980-5786 南大塚3-36-7 南大塚T&Tﾋﾞﾙ1F

大塚･栄一クリニック 3987-8110 南大塚3-45-5 ｻﾝﾕｰｽﾋﾞﾙ１階

川口クリニック 5396-8036 雑司が谷1-9-7

平井医院 3971-8064 雑司が谷1-26-10

鬼子母神診療所 3984-6821 雑司が谷3-3-17

清水クリニック 3980-8182 雑司が谷3-7-3

鶉山医院 3982-1331 雑司が谷3-8-10ｾﾚﾅ目白雑司が谷101

しおばら内科循環器クリニック 3982-5530 雑司が谷3-8-13

私のクリニック目白 5992-5550 目白1-4-1 ﾎﾃﾙﾒｯﾂ目白1F

目白整形外科内科 5960-7800 目白2-38-2

目白ＭＭクリニック 6915-3250 目白3-4-12 Ｅ＆Kﾋﾞﾙ5Ｆ

めじろ内科クリニック 3953-5831 目白3-5-11 NOBﾋﾞﾙ3F

目白医院 3954-0062 目白3-5-13ﾌｼﾞﾔﾋﾞﾙ7階

荒木医院 3953-4006 目白3-6-4

聖マリアビルクリニック 3953-2455 目白3-15-3

目白おかの内科 5988-3363 目白3-16-15茜ﾋﾞﾙ1F

村井耳鼻咽喉科医院 3951-3431 目白4-7-12

たなか耳鼻咽喉科 3951-0201 目白5-4-7

南郷医院 3971-2812 高田1-19-21

岡崎耳鼻咽喉科医院 3981-0763 高田1-40-12岡崎ﾋﾞﾙ2F

高田馬場病院 3971-5114 高田3-8-9

ゆみのハートクリニック 5956-8010 高田3-14-29 KDX高田馬場ﾋﾞﾙ1F

大同病院 3981-3213 高田3-22-8

仁木医院 3988-2005 池袋1-1-6

長汐病院 3984-6161 池袋1-5-8

天心堂医院 3971-3387 池袋1-7-14

矢部クリニック 3982-3191 池袋2-24-2

岡野クリニック 3982-8400 池袋2-37-10

要クリニック 5979-7911 池袋2-38-9 I･Oﾋﾞﾙ2階

安康レディースクリニック 3971-3544 池袋2-42-3 ｵｽｶｰﾋﾞﾙ2F

池袋２丁目医院 3981-9505 池袋2-53-8秋島ﾋﾞﾙ3F

たじま医院 3971-0388 池袋2-61-5

上田胃腸クリニック 5953-5903 池袋2-66-10

関野病院 3986-5501 池袋3-28-3

関野臨床薬理クリニック 5396-4530 池袋3-28-3

阿部医院 3918-4350 池袋3-70-1

富士クリニック 3985-7341 池袋4-1-9 東光ﾊｲﾂ1F

土屋医院 3971-1848 池袋4-17-10

松村循環器科医院 3971-3037 池袋4-34-8

南大塚

雑司が谷

目白

高田

池袋
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田村医院 3971-4922 池袋本町1-45-16

大川クリニック 3987-3711 池袋本町2-5-3

岡田医院 3982-6051 池袋本町2-32-8

池袋えびすの郷 3980-0165 池袋本町2-34-1

福原耳鼻咽喉科医院 3971-1035 池袋本町3-1-12

佐藤医院 3971-6693 池袋本町3-22-4

松浦クリニック 5952-7166 池袋本町3-22-23

関内科小児科 3916-5200 上池袋1-10-5

せきや内科クリニック 5980-7200 上池袋1-37-22 レジディアタワー上池袋1Ｆ

豊島中央病院 3916-7211 上池袋2-42-21

なかやクリニック 3917-1888 上池袋2-44-7

たかのクリニック 3916-3818 上池袋3-34-12

しまくら整形外科 5961-1888 上池袋4-1-1ｶﾌﾞﾄ54上池袋ﾋﾞﾙ201

江夏医院 3915-6824 上池袋4-2-3-1F

かみいけクリニック 3949-0231 上池袋4-25-7伊藤ﾋﾞﾙ1F

柴内科医院 3971-4418 東池袋1-15-3 近代ｸﾞﾙｰﾌﾟBLD.12 3F

さとう消化器内科クリニック 3590-8111 東池袋2-60-3 ｸﾞﾚｲｽﾛ-ﾀﾘ-ﾋﾞﾙ2Ｆ

林クリニック 3988-2773 東池袋1-39-15 ｼｬﾄﾚｰ東池袋204

岡本病院 3987-6580 東池袋2-5-5

山下医院 3971-4994 東池袋2-11-8　1階

藤山医院 3981-8439 東池袋2-18-6

宏池神経外科・内科診療所 3985-3854 東池袋2-19-2第2八千代ﾏﾝｼｮﾝ101

おおこし医院 3971-3012 東池袋2-26-4

ステラ耳鼻咽喉科 3983-7570 東池袋2-45-2ｽﾃﾗﾋﾞﾙ1F

後藤クリニック 5928-0510 東池袋2-45-4 ﾒﾛｽ学園ﾋﾞﾙ1F

帝京大学附属池袋クリニック 5843-3127 東池袋2-51-4 帝京平成大学1階

水庭クリニック 3971-7057 東池袋2-55-4

東池袋レディースクリニック 5956-6500 東池袋2-59-7-1F

林胃腸科・外科クリニック 3988-5700 東池袋3-1-1ｻﾝｼｬｲﾝ60ﾋﾞﾙ7F

山口クリニック 3988-0100 東池袋3-1-1ｻﾝｼｬｲﾝ60ﾋﾞﾙ7F

池袋病院 3987-2431 東池袋3-5-4

城島クリニック 3983-3741 東池袋3-9-5森田ﾋﾞﾙ2F

髙橋内科医院 3971-4581 東池袋3-13-13

石嶋クリニック 3971-4877 東池袋4-35-5

髙橋診療所 3971-0585 東池袋5-27-8

西沢クリニック 5958-7738 東池袋5-49-6 白峰社ﾋﾞﾙ6F

恵クリニック 3980-0378 南池袋1-7-20 大同ﾋﾞﾙ2F

久保田潤一郎クリニック 5911-5553 南池袋1-18-1 池袋三品ﾋﾞﾙ7F

耳鼻咽喉科北川医院 3971-5521 南池袋2-12-9

伊藤医院 3971-6073 南池袋2-19-1

大木医院 5391-7886 南池袋2-19-4

池袋久野クリニック 5949-6119 南池袋2-26-5 ｱｲｱﾝﾄﾞｲｰ池袋ﾋﾞﾙ9F

ⅰクリニック 6914-1906 南池袋2-27-4 青柳池袋駅前ﾋﾞﾙ2Ｆ

木村整形外科 3984-3306 南池袋2-29-4

池袋ドルフィンクリニック 5904-8177 南池袋2-45-3 としまエコミューゼタウン2F

としま整形外科リウマチクリニック 5951-5858 南池袋2-45-3 としまエコミューゼタウン2F

南池袋診療所 5950-4691 南池袋3-14-11 中町ﾋﾞﾙ3F

あずま通りクリニック 3982-7203 南池袋3-18-34-101

東池袋

南池袋

上池袋

池袋本町
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西池袋秀クリニック 5952-0066 西池袋1-2-1 ｸﾘﾌｨｯｸｽｽｸｴｱ2F

藤田クリニック 3981-7728 西池袋1-2-2ｳｴｽﾄﾜﾝﾋﾞﾙ3F

あんこうメディカルクリニック 3971-9941 西池袋1-17-10 ｴｷﾆｱ池袋7F

山田循環器科医院 3986-6060 西池袋1-25-1恩田ﾋﾞﾙ8F

池袋大谷クリニック 3986-0337 西池袋1-39-4 第1大谷ﾋﾞﾙ1F

池袋大久保医院 3987-3785 西池袋1-43-5

池袋クリニック 3982-6228 西池袋2-35-8

平塚胃腸病院 3982-1161 西池袋3-2-16

末延医院 3986-4015 西池袋3-10-14

ノガキクリニック 3980-6150 西池袋3-22-13丸栄ﾋﾞﾙ2F

優レディースクリニック 3984-2278 西池袋3-25-11CIC IKEBUKUROﾋﾞﾙ2Ｆ

立教通り皮フ科形成外科 5954-3051 西池袋3-29-9

原整形外科病院 3988-5005 西池袋3-36-23

西池袋醫院 6909-3303 西池袋4-32-8

尾形医院 3971-2089 西池袋5-3-2

タワーグランディア内科クリニック 5911-7591 西池袋5-5-21ｻﾞ･ﾀﾜｰｸﾞﾗﾝﾃﾞｨｱ2F

なかい耳鼻咽喉科クリニック 5960-4133 西池袋5-5-21ｻﾞ･ﾀﾜｰｸﾞﾗﾝﾃﾞｨｱ2F

渡辺整形・形成外科 5979-8840 西池袋5-5-21ｻﾞ･ﾀﾜｰｸﾞﾗﾝﾃﾞｨｱ2F203

大久保形成外科皮膚科医院 5979-7076 西池袋5-17-7

桐野医院 3957-4305 西池袋5-27-15-101　エクセル立教前

要第２クリニック 5917-2607 要町1-10-3-4F

手塚クリニック 3957-3456 要町1-11-1

要町ホームケアクリニック 3957-7501 要町1-11-11-203

要町病院 3957-3181 要町1-11-13

安田耳鼻咽喉科 3957-3387 要町1-21-6

もみの木クリニック 5966-5577 要町2-4-8 大恵ﾋﾞﾙ2階

守矢クリニック 5995-5551 要町2-7-14

千川産婦人科医院 3957-1332 要町3-10-1

千川篠田整形外科 3959-4114 要町3-13-8

わかしま内科・消化器科 5964-8100 要町3-14-5

もりかわ医院 5966-1316 要町3-21-11-3F

武藤クリニック 3957-7065 長崎1-22-11

衞藤医院 3957-2284 長崎2-3-19

寺田クリニック 3957-4567 長崎2-27-19

ながしま脳外科・内科クリニック 5917-6850 長崎3-19-14ﾐｻﾞｰﾙﾋﾞﾙ1F

しゅっとう医院 3958-7200 長崎4-7-12 相澤ﾋﾞﾙ1階

進士医院 3959-0525 長崎4-14-14

豊島長崎クリニック 6905-8682 長崎4-25-15

永谷医院 3973-0186 長崎4-37-9

しのざきクリニック 5966-2249 長崎5-1-31 豊島ﾊｲﾂ201号

吾妻医院 3957-5502 長崎6-2-12

西池袋

要町

長崎
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エリア 医療機関名 電話番号 住　　所

【平成２８年度】 高齢者インフルエンザ実施医療機関リスト 　（10/1～ Ｈ29年1/31まで）

河住内科循環器科 3951-0410 南長崎1-5-18

古明地医院 3951-6808 南長崎1-16-17

椎名町クリニック 5988-0131 南長崎1-25-6 ｸﾞﾘﾝｽﾃｨ1F

河島医院 3951-6016 南長崎1-25-8

ファミリークリニックしいなまち 6908-2234 南長崎1-25-26ﾌｧｰﾏｼﾃｨⅡ2A

井口クリニック 5988-7595 南長崎2-5-12

南長崎こみ山医院 3953-0086 南長崎3-14-17-1F

平間医院 3951-3361 南長崎3-39-13

きたほり内科クリニック 3565-7710 南長崎4-5-20 ｱｲﾃﾗｽ落合南長崎3F

南長崎整形リハビリクリニック 6915-3155 南長崎4-5-20 ｱｲﾃﾗｽ落合南長崎3F

本阿弥医院 3953-1411 南長崎4-24-12

城田医院 3950-0776 南長崎5-5-2

としま昭和病院附属クリニック 3953-5556 南長崎5-12-８ ﾏﾙｲﾋﾞﾙ１階

としま昭和病院 3953-5555 南長崎5-17-9

橋本クリニック 3951-2329 南長崎5-25-8

小川クリニック 3951-0356 南長崎6-7-11

柳沢医院 3951-5107 南長崎6-21-21

原内科クリニック 3955-2219 高松2-48-7

清水医院 3955-5308 高松2-56-7

青柳医院 3957-4151 千早2-25-2

田渕医院 3972-5787 千早2-32-18

豊島整形外科・内科 5917-2833 千早4-34-7

高松

千早

南長崎
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