平成29年度高齢者インフルエンザ個別協力医療機関一覧

ｐ

高齢者インフルエンザ予防接種の実施期間は平成29年10月1日から12月31日までです。
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住 所 1
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あむろ内科クリニック

430‐5520 中原区上丸子八幡町796

近藤産婦人科

411‐3894 中原区上丸子山王町1‐1454

新丸子整形外科

422‐7158 中原区新丸子東1‐831

武蔵小杉くれ耳鼻咽喉科

411‐3387 中原区新丸子東3‐1100‐14 2F

むさし小杉内科クリニック

430‐4159 中原区新丸子東3‐1302

ららﾃﾗｽ武蔵小杉4階

さくらクリニック武蔵小杉内科・小児科

750‐0303 中原区新丸子東3‐1100‐14

ﾌｰﾃﾞｨｱﾑ武蔵小杉2F

田中内科クリニック

434‐2211 中原区新丸子東1‐774

こすぎ駅前クリニック

431‐8833 中原区新丸子東2‐925

渡辺こども診療所

431‐1415 中原区新丸子東1‐788

武蔵小杉皮ふ科

411‐3661 中原区新丸子東3‐1302－454 4F

荒田内科クリニック

739‐5500 中原区新丸子町747

新丸子皮フ科・アレルギー科クリニック

733‐9922 中原区新丸子町748 1F

えじり子供クリニック

711‐3040 中原区新丸子町734‐1

前田医院

722‐3750 中原区新丸子町765

こやま耳鼻咽喉科アレルギー科クリニック

738‐4187 中原区新丸子町765

山出内科

722‐9007 中原区新丸子町727‐1

山口外科

733‐4874 中原区新丸子町745‐3

こだま診療所

589‐4600 中原区丸子通1‐403‐10

松本クリニック

738‐2230 中原区丸子通2‐441

わたたに医院

411‐2806 中原区下沼部1747

やまと診療所武蔵小杉

431‐8150 中原区下沼部1760

中村医院

411‐5188 中原区下沼部1930‐2

武蔵小杉内科・漢方・循環器

430‐1248 中原区下沼部1810‐1

平間クリニック

431‐0802 中原区中丸子589‐11

亀谷内科クリニック

411‐0011 中原区中丸子361

小杉内科ファミリークリニック

789‐5444 中原区中丸子13‐21

菊岡内科医院

511‐2785 中原区田尻町35

小林医院

555‐3850 中原区北谷町31

平間耳鼻咽喉科医院

544‐7767 中原区北谷町693

中橋メディカルクリニック

555‐5553 中原区北谷町51‐9

二宮内科小児科クリニック

541‐0456 中原区北谷町693

内田クリニック

431‐0148 中原区市ノ坪223

宇藤内科医院

411‐4463 中原区苅宿24‐37

川崎中原クリニック

430‐1250 中原区西加瀬17‐8

ｴｸｾﾚﾝﾄﾋﾞｭｰ元住吉1F

野口クリニック

431‐3303 中原区西加瀬16‐10

ﾒﾃﾞｨｶﾙﾌﾟﾚｲｽ元住吉

古矢整形外科医院

411‐5137 中原区西加瀬4‐12

もとすみ皮フ科

411‐4112 中原区木月1‐21‐7

小山ﾜｰﾙﾄﾞﾋﾞﾙ2F

おおたクリニック

982‐3633 中原区木月1‐28‐5

ﾒﾃﾞｨｶﾙﾌﾟﾗｻﾞD元住吉2F

元住吉こころみクリニック

789‐8881 中原区木月1‐28‐5

ﾒﾃﾞｨｶﾙﾌﾟﾗｻﾞD元住吉3F

北村医院

411‐3824 中原区木月2‐14‐6

住吉診療所

411‐8605 中原区木月3‐7‐3

元住吉クリニック

422‐4077 中原区木月2‐12‐18

徳植医院

430‐1233 中原区木月1‐2‐24

KAHALAEAST1 2F

白誠ﾋﾞﾙ1F

ｸﾞﾗﾝｲｰｻ新丸子Ⅱ1F
ｱﾍﾞﾆｵ新丸子1F

ｹｱｰﾊｳｽこだまﾋﾞﾙ2F

ｶｲﾝﾄﾞ玉川1F101
ｼﾃｨﾊｳｽ武蔵小杉2F

LROCKSビル2F

ﾏﾙﾖｼﾋﾞﾙ1F

ｽｶｲ来夢101
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豊﨑医院

411‐3493 中原区木月1‐31‐10

宮尾クリニック

411‐2200 中原区木月1‐6‐14

みやぎ内科クリニック

430‐3141 中原区木月3‐25‐10

毛利医院

411‐2757 中原区木月3‐5‐33

田中整形外科

430‐4309 中原区木月3‐32‐18

江島整形外科クリニック

434‐3433 中原区木月祗園町14‐16‐115

久保田クリニック

431‐1238 中原区木月祗園町15‐1

澤口内科クリニック

431‐0717 中原区木月祗園町14‐16

中島クリニック

751‐2126 中原区井田中ノ町8‐36

川崎市立井田病院

766‐2188 中原区井田2‐27‐1

さかもと内科クリニック

740‐5511 中原区井田1‐36‐3

すずき耳鼻咽喉科クリニック

272‐8402 中原区井田1‐36‐3

島脳神経外科整形外科医院

777‐5556 中原区井田杉山町29‐10

竹本小児科医院

766‐6550 中原区井田杉山町13‐48

上杉クリニック

766‐7171 中原区下小田中1‐15‐33

神保内科クリニック

753‐2281 中原区下小田中2‐1‐31

中原ｸﾘﾆｯｸﾋﾞﾙ1F

すずむらクリニック

741‐2131 中原区下小田中3‐31‐1

ﾌｪﾆｯｸｽｺｰﾄ1F

たかはし内科

740‐2717 中原区下小田中1‐3‐6

JOJﾋﾞﾙ1F

田中耳鼻咽喉科クリニック

740‐4187 中原区下小田中2‐4‐29

ﾄﾊﾞﾀﾞﾅｳ弐番館1F

むさし整形外科

797‐6221 中原区下小田中2‐1‐31

中原ｸﾘﾆｯｸﾋﾞﾙ2F

なかはら内科クリニック

797‐5556 中原区下小田中3‐30‐3

山形皮膚科クリニック

740‐3200 中原区下小田中2‐4‐29

山高クリニック

750‐2323 中原区下小田中2‐33‐39

武蔵中原しくらクリニック

753‐1126 中原区下新城2‐1‐38

回生医院

777‐3772 中原区新城中町2‐10

京浜総合病院

777‐3251 中原区新城1‐2‐5

新城皮フ科

751‐5980 中原区新城4‐10‐1

大迫内科クリニック

777‐6453 中原区新城2‐15‐2

ごんどう整形外科

753‐0071 中原区新城3‐2‐13

春原内科クリニック

741‐3010 中原区新城3‐2‐13

中島医院

766‐3770 中原区新城3‐5‐1

宮崎医院

766‐4205 中原区新城3‐13‐8

中原整形外科

55‐7228

ｸﾞﾗﾝﾘﾋﾞｵ元住吉116

ﾄﾊﾞﾀﾞﾅｳ弐番館2F
ｷｭｲﾌﾞﾙⅢ101

ﾗｳﾞｨｽﾀ5F･6F

中原区新城1‐8‐9

うちだこどもクリニック

750‐3030 中原区上新城2‐14‐23

ｱﾄﾞｳﾞｧﾝｽｽｸｴｱ武蔵新城1F

おばな内科クリニック

753‐1003 中原区上新城2‐4‐8

ふじむら耳鼻咽喉科

740‐1733 中原区上新城2‐11‐29

やまだ内科クリニック

740‐1313 中原区上新城1‐2‐28‐201

さかね内科クリニック

740‐7781 中原区宮内2‐12‐1

ハウズクリニック渡辺内科

799‐0660 中原区宮内1‐8‐3

おくせ医院

751‐1575 中原区上小田中1‐26‐1

ﾊｲﾑﾁｪﾘｰB101

だんのうえ眼科クリニック

777‐7700 中原区上小田中3‐23‐34

ﾒﾃﾞｨ中原ﾋﾞﾙ3F

つちや内科・循環器内科

750‐2505 中原区上小田中5‐2‐7

ｸﾚｼｱ武蔵中原1F

ポプラメディカルクリニック

751‐8808 中原区上小田中3‐29‐2

ｻﾞ･ｸﾚｽﾄｼﾃｨﾊﾟｰｸｺｰﾄ1F

武蔵新城ﾒﾃﾞｨｶﾙﾋﾞﾙ2F
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武蔵中原まちいクリニック

739‐8010 中原区上小田中6‐23‐10

小川ﾋﾞﾙ1F

白沢医院

722‐2777 中原区小杉陣屋町1‐17‐12

聖マリアンナ医科大学東横病院

722‐2121 中原区小杉町3‐435

あさひ小児科・内科クリニック武蔵小杉

712‐5266 中原区小杉町3‐432

小田切医院

722‐0121 中原区小杉町3‐253

加藤順クリニック

272‐7201 中原区小杉町3‐441‐1

ｴﾝﾄﾋﾟｱ安藤2F

こすぎ耳鼻咽喉科クリニック

722‐8733 中原区小杉町3‐1501‐1

ｾﾝﾄｱ武蔵小杉A棟3階

武蔵小杉整形外科

712‐4857 中原区小杉町1‐403

武蔵小杉ﾀﾜｰﾌﾟﾚｲｽ2F

さとうクリニック

722‐6061 中原区小杉町3‐8‐6

ﾚﾁﾞﾃﾞﾝｽ小杉1F

こすぎレディースクリニック

543‐9181 中原区小杉町3‐1501‐1

ｾﾝﾄｱ武蔵小杉A棟305B

柴﨑整形外科

711‐0120 中原区小杉町1‐529‐15

塚原クリニック

738‐1616 中原区小杉町1‐529

のなみクリニック

711‐2555 中原区小杉町1‐547‐83

小杉中央クリニック

722‐7050 中原区小杉町1‐403‐35

武蔵小杉ﾀﾜｰﾌﾟﾚｲｽ2F

みのわ耳鼻咽喉科

738‐1187 中原区小杉町3‐257‐4

小杉第二山協ﾋﾞﾙ2F

むらた内科クリニック

733‐0707 中原区小杉町3‐1501

ｾﾝﾄｱ武蔵小杉A棟1階

こすぎ皮ふ科

711‐9009 中原区小杉町3‐441‐1

ﾍﾞﾙ･ｸﾚｰﾙ武蔵小杉2階

医大前内科クリニック

739‐0088 中原区小杉町1‐509‐1

ﾏｲｷｬｯｽﾙ武蔵小杉Ⅲ

はりまや耳鼻咽喉科

739‐3015 中原区小杉町1‐403

武蔵小杉タワープレイス1階

岡島クリニック

722‐1222 中原区今井南町21‐35‐102

ﾙﾐｴｰﾙ南Ⅱ1階A

さかい医院

711‐0081 中原区今井南町9‐34

髙見整形外科

739‐3511 中原区今井南町21‐35‐101

清水医院

722‐7369 中原区今井仲町12‐12

たむらクリニック

738‐3855 中原区今井西町12‐14

柳田ﾋﾞﾙ1F

神田クリニック

711‐5730 中原区今井上町4‐4

ﾊﾙｾﾝ武蔵小杉1F

鈴木医院

733‐6206 中原区小杉御殿町2‐53‐3

小杉ｽｶｲﾋﾞﾙ

小杉外科内科医院

722‐5736 中原区小杉御殿町2‐88

はなまる在宅クリニック

711‐2870 中原区小杉御殿町1‐974‐2

関東労災病院

411‐3131 中原区木月住吉町1‐1

尾村ﾋﾞﾙ2F

STEPS‐3 1F

ﾙﾐｴｰﾙ南Ⅱ 1階(B)･2階(B)

