
令和4年度　千代田区

子どものインフルエンザ予防接種指定医療機関名簿 

番号 医療機関名 所在地 電話番号

対象年齢

○全年齢実施

●１３歳以上

◎小学生以上

1 パレスクリニック 一ツ橋1-1-1　パレスサイドビル1F 3213-2855 ◎

2 大手町内科胃腸クリニック
大手町1-5-1

大手町ファーストスクエア ウエスト1F
3287-3330 ○

3 東京ビジネスクリニック八重洲北口 丸の内1-8-2　鉄鋼ビルディングB1F 6268-0079 ○

4 MARU By Tokyo Business Clinic 丸の内1-8-2　鉄鋼ビルディング1F 6269-9475 ○

5 東京ビジネスクリニックグランスタ丸の内
丸の内1-9-1

JR東日本東京駅構内地下1F
6259-1605 ○

6 東商ビル診療所
丸の内3-2-2

丸の内二重橋ビルディングB1
3283-7781 ●

7 日比谷クリニック 有楽町1-7-1　有楽町電気ビル南館3F 3215-1105 ●

8 渡航者健診クリニック 有楽町1-7-1　有楽町電気ビル南館3F 3212-0105 ●

9 西端耳鼻咽喉科 有楽町2-10-1　東京交通会館3F 3214-9047 ○

10 宮入内科 有楽町2-10-1　東京交通会館3F 3211-4845 ●

11 かおるこHappyクリニック 内幸町1-1-1　帝国ホテル本館4F 3691-5252 ●

12 志保日比谷皮膚科クリニック 内幸町2-2-1　日本プレスセンタービルB1F 3580-6655 ●

13 アイ・ローズクリニック 霞が関1-4-1　日土地ビル1F 3503-3900 ●

14 山王グランドビル薬師堂クリニック 永田町2-14-2　山王グランドビル2F 3500-5090 ◎

15 林医院 外神田3-7-1 3253-7436 ○

16 秋葉原スキンクリニック 外神田4-6-7　カンダエイトビル3F 3256-1212 ○

17 ユアクリニック秋葉原 外神田4-9-2　千住ビル4F 3256-1180 ○

18 末広町ヒライ耳鼻咽喉科 外神田5-2-3　アソルティ末広町1F 3836-3387 ○

19 三井記念病院 神田和泉町1 3862-9111 ○

20 金沢耳鼻咽喉科医院 神田和泉町1-1-7　和泉ビル2F 3866-8787 ○

21 坪井医院 神田和泉町1-13-12　ファベルハウス2F 3866-7815 ○

22 あきはばら心臓血管・内科 神田佐久間町2－18　秋葉原STNフロント2階 5846-9711 ●

23 秋葉原のだ眼科 神田岩本町1番地2　清水ビル4F 6206-0026 ●

24 秋葉原あつたアレルギー呼吸器内科クリニック 神田岩本町1番地2　清水ビル6F 3253-4159 ◎

25 あたまと体のヘルスケアクリニック神田
神田須田町1-10-42

エスペランサ神田須田町2F
3254-0056 ●

26 明和病院 神田須田町1-18 3251-0263 ●

27 秋元医院 神田東松下町19 5297-5888 ●

28 神田医院 鍛冶町1-8-6　神田KSビル2F 3252-8896 ◎

29 こばなわ神田整形外科 鍛冶町2-2-9　第2登栄ビル6F 5297-2462 ●通院中の方のみ

30 神田駅東口クリニック
鍛冶町2-8-6

メディカルプライム神田2F
6271-7916 ○

令和4年11月18日現在

※お子さんの年齢・学年によって利用できる医療機関が異なります。ご確認の上、予約をしてください。



番号 医療機関名 所在地 電話番号

対象年齢

○全年齢実施

●１３歳以上

◎小学生以上

31 神田鈴木皮膚科
鍛冶町2-8-6

メディカルプライム神田5F
5298-1255 ◎

32 神田多町クリニック 神田多町2-7　大橋ビル1F 6260-9333 ●

33 奥田医院 神田多町2-9 3254-0701 ○

34 神田診療所 内神田2-8-14 3256-0086 ○

35 島田内科 内神田2-11-1 3252-0121 ○

36 神田駅前クリニック内科 内神田3-13-2　松尾ビル5F 6285-2822 ○

37 神保町駅前皮膚科 神田神保町1-7-12　巌松堂ビル6F 5577-3877 ●

38 加賀耳鼻咽喉科クリニック 神田神保町1-31 3295-3387 ◎

39 加賀医院
神田神保町1-103

東京パークタワー107
3291-9951 ○

40 こころとからだの元氣プラザ
神田神保町1-105

神保町三井ビルディング1F・2F
5210-6620 ●

41 神保町消化器科・内科
神田神保町2-9

神田神保町メディカルモール4F
3515-3171 ●

42 九段坂内科消化器内科クリニック
神田神保町3-2-3

Daiwa神保町3丁目ビル1F
3556-7727 ●

43 小川町メディカルクリニック 神田小川町2-12　進興ビルB1F 5848-4355 ●

44 遠藤クリニック 神田錦町1-8 3295-1013 ○

45 内藤耳鼻咽喉科医院 神田錦町3-16-3 3291-3422 ○

46 竹橋クリニック 神田錦町3-17　北の丸ビル1F 3295-5525 ○

47 丸山医院 神田三崎町2-20-1　第2石川ビル5F 3261-9679 ○

48 日本大学病院 神田駿河台1-6 3293-1711 ○

49 とちの木通り診療所 神田駿河台1-7-10 5577-2161 ●

50 駿河台診療所
神田駿河台2-1-45

ニュー駿河台ビル5F
3219-1121 ◎

51 ユアクリニックお茶の水 神田駿河台2-4　日健ビル3F 3259-1190 ◎

52 浜田病院 神田駿河台2-5 5280-1166 ○予約制

53 三楽病院 神田駿河台2-5 3292-3981 ●

54 お茶の水耳鼻咽喉科・アレルギー科 神田駿河台2-10-6 　VORT御茶ノ水2F 5843-9226 ○

55 大塩医院 神田淡路町2-6-2 3251-6878 ○

56 水道橋メディカルクリニック
西神田1-4-11

サンポウ水道橋ビル3F
3518-6127 ◎

57 クリニックフォア飯田橋 富士見2-7-1　飯田橋プラーノ1F 4579-9486 ◎

58 洋洋クリニック
富士見2-10-2

飯田橋グラン・ブルームサクラテラス3F
6272-3318 ○

59 飯田橋耳鼻咽喉科医院 富士見2-11-10　レオ飯田橋ビル6F 3230-1916 ◎

60 飯田橋西口クリニック 富士見2-13-16　上田ビル 3265-0203 ○

61 東京逓信病院 富士見2-14-23 5214-7111 ○

62 東京キャンサークリニック 飯田橋1-3-2　曙杉館ビル9F 6380-8031 ●

63 やじまクリニック 飯田橋1-8-9-201 3261-7853 ○



番号 医療機関名 所在地 電話番号

対象年齢

○全年齢実施

●１３歳以上

◎小学生以上

64 飯田橋皮膚科スキンクリニック 飯田橋4-2-2　宮下ビル1F 3234-0140 ◎

65 飯田橋小池クリニック 飯田橋4-4-7 3221-8858 ○

66 飯田橋クリニック 飯田橋4-6-9　STビル2F 3222-6461 ◎

67 飯田橋東口内科心療内科診療所 飯田橋4-9-9　第7田中ビル8F 6260-9863 ○

68 九段下駅前ココクリニック 九段北1-2-1　九段中央ビル3F 5212-5551 ○

69 九段下さくら形成外科・皮膚科 九段北1-3-1　日宝九段下ビル5F 3222-8341 ●

70 一口坂クリニック 九段北4-1-5　市ヶ谷法曹ビルB1 3221-1919 ◎

71 LSクリニック東京 九段南1-6-5 九段会館テラスＢ109 6272-6661 ○

72 滝医院 九段南4-3-1 3264-3101 ○

73 杉村レディースクリニック 五番町2　横山ビルB1 3264-8686 ●女性のみ

74 市ヶ谷駅前診療所 五番町2　横山ビル1F 3234-5021 ◎

75 ふたばクリニック 四番町4-22　四番町ビル101 6268-9620 ○

76 半蔵門のびすここどもクリニック 一番町4-16　プルミエール 一番町 6261-7540 ○

77 一番町レディースクリニック 一番町4-26　相模屋第5ビル2F 3261-2255 ◎

78 麹町明光耳鼻咽喉科
麹町1-5-4

ライオンズステーションプラザ半蔵門101
3288-7333 ◎

79 半蔵門病院 麹町1-10 3239-3355 ●

80 半蔵門モロオカクリニック
麹町2-2-29

オーセンティック半蔵門2F
3230-2843 ●

81 麹町クリニック 麹町3-4-7　啓ビル5F 3238-7654 ○

82 浅井医院
麹町3-7

東急ドエル・グラフィオ麹町1F
3261-0453 ◎

83 グローバルヘルスケアクリニック 麹町3-12-2　麹町MSビル1F 3222-8832 ○

84 麹町リバース　今井整形外科クリニック 麹町4-2-12　クーアハウスビル1・2Ｆ 3261-0700 ◎

85 山岡クリニック 麹町4-3　麹町冨士ビル2F 3264-5160 ○

86 佐々木内科クリニック 麹町4-4-6　麹町4丁目小倉ビル2F 3264-3635 ○

87 麹町消化器・内視鏡クリニック 麹町4-6-8　ダイニチ麹町ビル1F 5215-1114 ◎

88 麹町スキンクリニック 二番町3-11　VORT二番町8F 6380-9288 ○

89 六番町耳鼻咽喉科 六番町3-1　協和ビル3F 3222-4133 ○

90 常喜医院 六番町7-1　番町グロリアビル1F 5226-7557 ○

91 小川耳鼻咽喉科 六番町7-36 3230-3319 ○

92 みきクリニック　市ヶ谷 六番町9-9　第三青葉ビル1F 3234-5421 ◎

93 紀尾井町内科 紀尾井町3-1　紀尾井町KKDビル1F 6265-6500 ●

94 コハシ文春ビル診療所 紀尾井町3-23　文藝春秋新館 3264-4673 ●

95 ホテルニューオータニ診療所
紀尾井町4-1

ホテルニューオータニ本館B1F
3221-4154 ●

96 東都クリニック
紀尾井町4-1

ホテルニューオータニガーデンタワー2F
3239-0301 ●



番号 医療機関名 所在地 電話番号

対象年齢

○全年齢実施

●１３歳以上

◎小学生以上

97 大森胃腸科 隼町2-15 3234-6226 ○
98 東京シーサイドクリニック 平河町2-14-7　YUKEN平河町ビル3F 6272-6616 ○


