大田区高齢者インフルエンザ予防接種実施医療機関一覧

連番

医療機関名称

所在地

平成29年10月23日現在

電話番号

1 せき山王クリニック

山王1-4-6 2F

(6303)8161

2 月岡医院

山王1-7-1

(3777)0030

3 塩崎内科医院

山王1-25-19

(3771)9632

4 伊藤医院

山王1-42-5

(3775)3388

5 栗原クリニック

山王2-1-7 2F

(5709)7677

6 山王耳鼻咽喉科

山王2-1-7 2F

(5743)3300

7 山王内科クリニック

山王2-3-13 4F

(5743)5701

8 寺嶋クリニック

山王2-5-9 2F

(5743)3115

9 山王山手ビルクリニック

山王2-5-9 6F

(5746)1190

10 Kクリニック山王

山王2-19-2

(5718)0808

11 とちぎクリニック

山王2-19-8

(3777)7712

12 じゅんせいクリニック

山王2-37-3

(3772)5087

13 大森山王病院

山王3-9-6

(3775)7711

14 本田英比古クリニック

山王3-17-11

(5718)0077

15 山王眼と心のクリニック

山王3-27-6 1Ｆ

(5718)6161

16 鈴木内科医院

山王3-29-1

(3772)1853

17 たんぽぽ皮膚科クリニック

山王3-29-1

(6429)3355

18 井上小児科医院

山王3-30-2

(3771)2514

19 小関医院

山王4-16-17

(3774)7011

20 わかば小児科クリニック

大森中1-14-1

(5763)0508

21 大西医院

大森中1-18-6

(3761)6044

22 大田病院附属大森中診療所

大森中1-22-2

(6404)2301

23 みたに整形外科クリニック

大森中2-7-18

(6450)0685

24 済生診療所

大森中2-7-16

(3762)7676

25 アイメディカルクリニック

大森中2-15-7

(3761)2079

26 前村医院

大森中2-19-17

(3761)3955

27 宮下クリニック

大森中3-35-9

(5764)1003

28 田中医院

大森東1-35-4 1F

(3766)3766

29 溝谷医院

大森東2-1-4

(3763)7371

30 大矢医院

大森東2-15-8

(3761)7155

31 趙メディカルクリニック

大森東2-25-11

(3765)6688

32 三留クリニック

大森西1-16-10

(3762)0011

33 関根医院

大森西3-9-19

(3761)3901

34 杉崎医院

大森西3-12-21

(3761)4961

35 長山医院

大森西3-17-7

(3761)6867
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36 大森町整形外科内科クリニック

大森西3-19-16 1・2F

(6404)8799

37 大森町皮ふ科

大森西3-20-8 3Ｆ

(5763)5338

38 池田耳鼻咽喉科医院

大森西3-21-13

(3761)0792

39 大矢クリニック

大森西4-16-13

(3767)1801

40 和光の園クリニック

大森西5-1-21 1F

(6404)9135

41 いわた循環器科・内科

大森西5-5-1 1F

(5767)1105

42 サトウ内科クリニック

大森西5-9-7

(3763)2525

43 片桐医院

大森西5-23-11

(3761)3948

44 健康館鈴木クリニック

大森西5-25-11 2F

(3765)9400

45 うめやしき整形外科

大森西6-13-16 2F

(5471)0050

46 とくやすクリニック

大森西6-13-16 3F

(5753)0888

47 梅屋敷診療所

大森西6-15-16

(3761)8808

48 ささもとクリニック

大森西6-15-18

(5767)0303

49 蒲田整形外科内科

大森西6-15-18

(5753)8644

50 亀山医院

大森西7-6-4

(3762)4683

51 城南大森西クリニック

大森西7-7-16 1F

(3768)3000

52 新京浜病院

大森南1-2-19

(3745)3631

53 京浜病院

大森南1-14-13

(3741)6721

54 藤田耳鼻咽喉科

大森南2-5-18

(3742)4122

55 髙橋医院

大森南3-24-10

(3742)4735

56 東京労災病院

大森南4-13-21

(3742)7301

57 大森内科ハートクリニック

大森北1-8-13 2F

(5753)7221

58 安田病院

大森北1-11-18

(3761)1023

59 大森皮膚科クリニック

大森北1-16-7

(3768)4533

60 くどうちあき脳神経外科クリニック

大森北1-23-10

(5767)0226

61 植村小児科内科

大森北1-32-8 1F

(3765)0305

62 牧田総合病院

大森北1-34-6

(3762)4671

63 北條医院

大森北3-4-5

(3768)0066

64 芳賀医院

大森北3-22-19

(3761)7461

65 小児科青柳医院

大森北4-9-5

(3764)0010

66 さたけクリニック

大森北4-10-2

(3761)5419

67 下重医院

大森北4-18-8

(3761)2645

68 産婦人科野口医院

大森北4-25-5

(3761)1331

69 千葉医院

大森北5-12-10

(3761)8841

70 平和島医院

大森北6-14-10

(5753)5050
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71 平和島整形外科

大森北6-17-13

(3766)2870

72 古川医院

大森北6-23-25

(3761)3023

73 名和医院

大森本町2-25-28

(3761)6257

74 松井病院

池上2-7-10

(3752)1111

75 いけがみ耳鼻咽喉科クリニック

池上3-30-17

(5700)6733

76 石川整形外科

池上3-31-11 1F

(3753)3500

77 池上仲通りクリニック

池上3-32-17

(5747)6161

78 イギア・ウィメンズクリニック池上

池上3-40-3 1F

(3753)5151

79 池上幸仁診療所

池上4-3-3

(3752)2906

80 原本クリニック

池上4-9-5

(3754)0039

81 中里医院

池上4-26-6

(3751)0036

82 眞田クリニック

池上4-30-3

(3755)1661

83 高野医院

池上5-3-18

(3751)3913

84 酒井医院

池上5-7-4

(3751)1311

85 川田医院

池上6-1-8

(5700)0051

86 池上総合病院

池上6-1-19

(3752)3151

87 池上整形外科

池上6-9-6

(3753)2055

88 水野内科クリニック

池上6-21-12 2Ｆ

(5747)6300

89 さくらクリニック

池上7-1-12 1F

(6410)3731

90 阿部クリニック

池上7-10-5

(3751)3235

91 緒方医院

池上7-28-19

(3758)2882

92 まるも腎・泌尿器科クリニック

池上8-2-1 2F

(3754)1200

93 オダチ外科内科クリニック

仲池上1-10-3 2F

(5748)7144

94 どうどうクリニック

仲池上1-31-13

(5747)2333

95 安島医院

中央2-7-3 １F

(3773)6688

96 えすはこどもクリニック

中央3-1-8

(5746)2205

97 観音通り中央医院

中央3-15-16

(3775)0281

98 小池整形外科

中央3-22-19

(3778)1929

99 松本医院

中央4-25-11

(3771)6648

100 大森赤十字病院

中央4-30-1

(3775)3111

101 おおはら消化器内科クリニック

中央4-32-7

(5718)3033

102 和田クリニック

中央4-36-3

(5743)7455

103 かぶらきクリニック

中央4-36-6

(5709)7070

104 宮下耳鼻咽喉科医院

中央4-36-6

(6429)8172

105 久保山医院

中央5-6-5

(3752)0006
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106 清木クリニック

中央6-25-15

(5747)2288

107 秋田医院

中央7-10-7

(3771)2882

108 荒井クリニック

中央7-15-14 1F

(3751)0390

109 よぎ医院

中央8-1-5

(3751)0883

110 黒崎耳鼻科皮膚科クリニック

中央8-29-7

(5747)4133

111 金子クリニック

中馬込1-1-20

(3777)1201

112 馬込中央診療所

中馬込1-5-8

(3775)5631

113 中馬込おがわ内科

中馬込2-7-10

(6410)7196

114 高橋クリニック

中馬込2-22-16

(3771)8000

115 ファミリークリニック馬込

中馬込2-26-15

(3773)9168

116 馬込橋医院

中馬込3-26-8

(3771)3509

117 東馬込しば整形外科

東馬込1-19-3

(5718)8811

118 ママダ眼科医院

東馬込1-23-4-301

(3773)2941

119 いしはら医院

東馬込1-46-12

(3771)5804

120 いあい整形外科

東馬込2-13-5

(3777)0691

121 まごめクリニック

西馬込2-2-5 2F

(5718)1085

122 小西医院

西馬込2-19-2

(3771)3854

123 池上ホームクリニック（訪問診療のみ）

南馬込1-14-2-103

(6417)1672

124 すずきクリニック

南馬込2-25-3

(3773)7311

125 大森診療所

南馬込3-7-18

(3771)8364

126 サカウエ診療所

南馬込3-8-29

(3771)3956

127 渕上医院

南馬込3-36-12

(3772)3013

128 さい整形外科

南馬込4-7-8 1Ｆ

(3773)6390

129 正林医院

南馬込4-9-7

(3771)5158

130 ロコモ南馬込整形クリニック

南馬込4-48-11

(3772)2233

131 齋藤医院

南馬込5-26-7

(3772)2791

132 まごめ内科・腎クリニック

南馬込5-27-13

(6429)8191

133 藤井内科クリニック

南馬込6-1-8

(3774)0633

134 南馬込内科循環器クリニック

南馬込6-21-3

(3772)7321

135 森瀬医院

南馬込6-22-9

(3771)2301

136 なつめ耳鼻咽喉科

北馬込2-3-5 1F

(3772)9713

137 もろおか整形外科

北馬込2-3-5 2F

(6421)2333

138 森山整形外科

鵜の木2-3-3

(3756)3320

139 おぎわら医院

鵜の木2-7-5

(3750)5670

140 岡田耳鼻咽喉科クリニック

鵜の木2-15-1 2F

(5732)2112
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141 塩口産婦人科

鵜の木2-16-10

(3758)3660

142 嶺町医院

鵜の木2-22-1

(3750)3918

143 小林内科クリニック

鵜の木2-23-12

(3757)3138

144 依田医院

鵜の木2-26-2

(3759)2705

145 あきもと佳内科クリニック

鵜の木3-6-2

(5741)3711

146 大田病院附属うのき診療所

鵜の木3-13-10

(3750)5351

147 青木医院

久が原2-12-10 1F

(5748)1216

148 小原りぼんクリニック

久が原2-17-18

(6410)6110

149 櫻井整形外科

久が原3-27-10

(5748)7887

150 伴野内科クリニック

久が原3-36-13 1F

(5747)1188

151 城南内科クリニック

久が原3-37-8

(3754)7836

152 羽田医院

久が原4-29-9

(3751)0239

153 染川医院

久が原5-11-10

(3751)7254

154 多田耳鼻咽喉科医院

久が原5-11-14

(3752)0501

155 久が原こどもクリニック

久が原5-14-14 1F

(5747)2802

156 菅原医院

南久が原1-7-17

(3751)4112

157 谷川医院

南久が原1-8-16

(3751)3198

158 堀越医院

南久が原2-5-21 1F

(3753)3731

159 久が原整形外科

南久が原2－7－7

(3757)9888

160 野原耳鼻咽喉科医院

南久が原2-10-6

(3750)0867

161 くがはら耳鼻咽喉科

南久が原2-11-10 B1F

(5741)3301

162 野津原医院

南久が原2-26-10

(3758)2713

163 ボク上池台クリニック

上池台1-7-10 1F

(5499)3399

164 あだちクリニック

上池台1-11-6

(3729)0336

165 ながはらクリニック

上池台1-11-6

(3727)1516

166 光吉医院

上池台1-17-11

(3729)3757

167 山田内科医院

上池台1-40-3

(3729)5720

168 関耳鼻咽喉科医院

上池台1-50-13

(3729)5248

169 みやもと医院

上池台2-4-17 2F

(6425)4976

170 岩元クリニック

上池台2-13-2

(5754)2597

171 瀬川医院

上池台2-23-11

(3727)5563

172 吉村小児科医院

上池台2-29-3

(3728)8072

173 洗足池医院

上池台2-32-7

(3727)2136

174 上池上診療所

上池台3-16-2

(3729)4623

175 須藤メディカルクリニック

上池台4-6-5

(3720)7675
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176 あべ内科皮フ科クリニック

上池台5-16-5 1F

(5754)2755

177 くわはら耳鼻咽喉科クリニック

上池台5-32-4

(5754)8733

178 田島内科脳神経外科クリニック

石川町2-3-16 1F

(3728)6051

179 松原内科

雪谷大塚町18-9

(3727)6336

180 かわかみクリニック

雪谷大塚町19-14

(5754)5599

181 井上クリニック

千鳥1-5-3 1Ｆ

(5747)5585

182 白取内科クリニック

千鳥1-19-10 1F

(5747)0861

183 川生小児科内科医院

千鳥1-21-2

(3757)0880

184 三浦医院

千鳥2-14-3

(3750)6969

185 はせがわクリニック

千鳥2-27-22

(5732)5222

186 東京ちどり病院

千鳥2-39-10

(3758)2671

187 藤川クリニック

千鳥3-7-2

(5732)3200

188 田園調布呼吸器内科クリニック

田園調布1-1-17 1F

(6662)6711

189 岩田レディースクリニック

田園調布1-6-11

(3722)1272

190 梅林医院

田園調布1-11-14 1F

(3722)7211

191 瀬尾内科医院

田園調布1-13-4

(3721)0266

192 西牟田医院

田園調布1-25-6

(3721)5380

193 永山クリニック

田園調布1-33-9

(3722)5222

194 広沢内科医院

田園調布1-48-5

(3722)1224

195 藤田記念耳鼻咽喉科

田園調布2-34-22

(3721)2832

196 田園調布オリーブレディースクリニック

田園調布2-40-19

(3721)8008

197 田園調布長田整形外科クリニック

田園調布2-41-2 1F

(5483)7070

198 ホームケアクリニック田園調布（訪問診療のみ） 田園調布2-42-5 1F

(6715)6812

199 田園調布中央病院

田園調布2-43-1

(3721)7121

200 さかもとクリニック

田園調布2-43-12

（3722）5959

201 柳澤博愛医院

田園調布2-56-10

(3722)1121

202 田園調布ファミリークリニック

田園調布2-62-5 2F

(3721)1234

203 クリニックDo 田園調布

田園調布3-40-4

(5755)5070

204 田園小児科クリニック

田園調布5-36-3

(3722)0765

205 田園調布醫院

田園調布南22-10

(5732)1955

206 大石小児科

田園調布本町2-4

(3721)3995

207 吉田医院

田園調布本町10-6

(3721)4765

208 深沢医院

田園調布本町27-9 B

(3722)8820

209 竹内内科小児科医院

田園調布本町40-12 2F

(3721)5222

210 河村医院

東雪谷1-23-4

(3729)9013
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211 石川台内科クリニック

東雪谷2-3-2 1F

(3726)1250

212 石川台整形外科

東雪谷2-4-1

(5754)3644

213 内山医院

東雪谷2-14-11

(3729)8802

214 伊丹内科医院

東雪谷2-17-1 1F

(3748)0028

215 やすだ内科クリニック

東雪谷2-25-12-101

(3726)0660

216 山王リハビリ・クリニック

東雪谷3-4-2

(5754)2672

217 和田循環器科内科

東雪谷3-18-11 1F

(5499)0747

218 高橋整形外科医院

東雪谷3-31-1 1F

(3728)6653

219 並木医院

東雪谷5-27-13

(3720)8041

220 山村内科胃腸科クリニック

南雪谷2-2-13 3F

(3727)1955

221 武本整形外科

南雪谷2-2-13 3F

(3748)3121

222 佐藤外科内科胃腸科クリニック

南雪谷2-9-10

(3727)7384

223 永石医院

南雪谷2-10-2

(3728)0345

224 小川クリニック

南雪谷2-15-2 3F

(5754)0212

225 武井クリニック

南雪谷2-17-7 1F

(5499)8322

226 李耳鼻咽喉科

南雪谷3-19-2

(3727)3387

227 福井医院

南雪谷5-7-11

(3727)5794

228 村上内科

南雪谷5-11-7

(3728)2113

229 斉藤内科クリニック

東嶺町9-9

(3755)7710

230 松尾医院

東嶺町19-7

(3751)3976

231 久が原産婦人科

東嶺町29-11

(3755)0303

232 久が原内科クリニック

東嶺町30-15

(3750)0209

233 にしじま耳鼻咽喉科

東嶺町30-17 2F

(5732)3387

234 しろした医院

東嶺町41-23

(5741)2001

235 柴垣医院久が原

西嶺町15-10 1F

(5732)2121

236 雪谷大塚クリニック

北嶺町2-6

(5754)2062

237 立石医院

北嶺町3-27

(3720)3404

238 宇佐美脳神経外科

北嶺町5-18

(3748)1110

239 石野医院

北嶺町16-10

(3720)3775

240 今井医院

北嶺町30-13

(6421)8081

241 大田整形外科医院

北嶺町31-8

(3728)7064

242 御嶽山皮ふ科

北嶺町31-10 2F

(5754)5855

243 千束呼吸器アレルギークリニック

南千束1-1-6 2F

(3785)1811

244 山口医院

南千束2-17-2

(3729)9153

245 いまい耳鼻咽喉科

南千束3-18-12

(3726)3387
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246 まつもとクリニック

南千束3-19-18

(3729)7115

247 うつのみや内科クリニック

北千束1-44-1 1F

(5726)9807

248 銀座よしえクリニック大岡山院

北千束1-45-11 １F

(5701)5006

249 くどう耳鼻咽喉科

北千束1-50-17 １Ｆ

(5726)3387

250 村上医院

北千束1-53-15

(3717)6517

251 大岡山整形外科

北千束1-57-6 1F

(3718)4190

252 北千束内科クリニック

北千束2-15-2

(3748)2348

253 富田医院

北千束2-48-9

(3729)2222

254 北千束整形外科

北千束3-17-10

(3748)8100

255 大岡山ウィメンズクリニック

北千束3-23-5 2F

(5754)2814

256 沼部クリニック

北千束3-25-15

(3729)3600

258 柳沢医院

北千束3-28-6

(3729)3638

259 大岡山駅前クリニック

北千束3-31-7 1F

(3748)4187

260 中原医院

北千束3-33-3

(3729)5858

261 医療法人社団 渡辺病院

羽田1-5-16

(3741)0223

262 山縣医院

羽田1-6-14

(3741)1981

263 山田医院

羽田2-22-3

(3741)2258

264 羽田バス通りクリニック

羽田3-3-13 1Ｆ

(5735)0808

265 つばさクリニック（訪問診療のみ）

羽田4-20-7-101

(5735)0283

266 穴守診療所

羽田5-1-8

(3742)9873

267 東京国際空港診療所

羽田空港3-3-2

(5757)1122

268 城南チャイルドゼネラルクリニック

蒲田1-7-14

(3733)1188

269 羽生医院

蒲田1-9-11

(3731)3361

270 河上クリニック

蒲田2-2-13

(3732)2831

271 梅屋敷産婦人科

蒲田2-5-10

(3732)3456

272 蒲田小児科医院

蒲田3-15-18

(3738)7084

273 あさもとクリニック

蒲田3-18-12-102

(5480)9633

274 てらお耳鼻咽喉科

蒲田4-1-1 2Ｆ

(3734)4133

275 田辺クリニック

蒲田4-16-2

(5744)3630

276 安田整形外科

蒲田4-18-10

(3734)2761

277 芦田整形外科クリニック

蒲田4-22-8

(5711)5077

278 若葉眼科病院

蒲田4-22-11

(3734)6651

279 蒲田シティクリニック

蒲田4-29-2

(3735)1600

280 タカハシクリニック

蒲田4-29-11

(5703)1321

281 川村小児科医院

蒲田4-38-2

(3732)0300
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282 浅賀耳鼻咽喉科医院

蒲田4-43-17

(3734)3328

283 沢井医院

蒲田5-9-19

(3731)6677

284 伊藤メディカルクリニック

蒲田5-27-10 3F

(3731)2122

285 蒲田内科クリニック

蒲田5-28-18 2Ｆ

(6715)7337

286 蒲田泌尿器科皮ふ科クリニック

蒲田5-28-18 2Ｆ

(5480)4976

287 常泉クリニック

蒲田5-40-3 5F

(5711)6521

288 東蒲田診療所

東蒲田2-3-3

(3739)1915

289 久保田医院

東蒲田2-30-14

(3731)4192

290 菊地内科医院

西蒲田1-9-18

(3753)0628

291 小笠原医院

西蒲田1-22-16

(3753)2429

292 女塚クリニック

西蒲田3-1-13

(5747)3571

293 岡崎医院

西蒲田4-16-10

(3753)5028

294 おばた整形外科耳鼻咽喉科クリニック

西蒲田4-30-19

(5700)0788

295 女塚診療所

西蒲田4-33-2

(3755)5571

296 山下医院

西蒲田5-12-10

(3734)6661

297 町田整形外科

西蒲田5-20-3

(3731)3561

298 三光クリニック

西蒲田5-27-12

(3735)5581

299 秋田医院

西蒲田6-10-8

(3733)0555

300 宮下外科

西蒲田6-23-8

(3732)1122

301 しんクリニック

西蒲田7-5-11 4F

(3738)1112

302 吉田ﾊｰﾄクリニック

西蒲田7-9-3

(3731)2302

303 東京蒲田病院

西蒲田7-10-1

(3733)0525

304 岩崎整形外科

西蒲田7-12-3 1Ｆ

(5711)1899

305 みその内科クリニック

西蒲田7-12-3 2Ｆ

(5711)2440

306 ほりクリニック

西蒲田7-12-6 101

(3731)3108

307 はすぬまクリニック

西蒲田7-12-6 1F

(3738)5301

308 しのはらクリニック

西蒲田7-44-6 2F

(3737)4114

309 蒲田西口クリニック

西蒲田7-44-6 4F

(3733)8733

310 あかだクリニック

西蒲田7-50-2 1Ｆ

(3732)3711

311 常田内科外科整形外科

西蒲田7-60-6

(3733)8851

312 かまたメンタルクリニック

西蒲田8-1-7 3F

(5714)7828

313 蒲田南口腎クリニック

西蒲田8-4-5 1～3Ｆ

(5744)3215

314 藤倉医院

南蒲田1-3-12

(3731)5938

315 南晴病院（入院患者のみ）

南蒲田1-5-15

(3733)4612

316 賀本整形外科

南蒲田1-7-16 1F

(3732)7730
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317 有川医院

南蒲田2-8-24

(3731)3409

318 テクノポートクリニック

南蒲田2-16-1 2F

(5703)5522

319 東京蒲田医療センター

南蒲田2-19-2

(3738)8221

320 糀谷病院

南蒲田3-3-15

(3745)2354

321 増田外科

蒲田本町1-4-8

(3732)0877

322 東京メモリークリニック蒲田

蒲田本町2-4-2

(6715)7873

323 あいらんどクリニック

蒲田本町2-23-6

(6715)7988

324 宮元通りクリニック

新蒲田2-19-18

(3730)2500

325 鎌田医院

仲六郷1-10-11

(3738)5208

326 ひだまりクリニック

仲六郷1-29-6 1F

(5711)7105

327 ヨコヤマクリニック

仲六郷1-56-10

(3733)4771

328 たかはし整形外科

仲六郷2-12-13

(5710)3335

329 依田クリニック

仲六郷2-15-6

(5714)0221

330 岩田耳鼻咽喉科

仲六郷2-16-3

(3735)1787

331 雑色皮フ科

仲六郷2-29-3

(3733)1147

332 大江医院

仲六郷2-44-12

(3731)4768

333 みやはら内科外科クリニック

仲六郷3-5-2

(6424)9838

334 よこがわクリニック

仲六郷3-7-8 1F

(5710)6777

335 すずきフレンドシップクリニック

仲六郷4-16-12

(6424)9900

336 六郷クリニック

仲六郷4-21-1 1F

(5714)8088

337 六郷こどもクリニック

仲六郷4-31-16

(5480)5088

338 京浜診療所

東六郷1-27-4

(3734)7288

339 雑色たなべ整形外科リハビリテーション科 東六郷2-10-10

(5480)7800

340 さくらい医院

西六郷1-12-5

(5744)8571

341 森岡小児科医院

西六郷1-19-15

(3738)5918

342 高山外科

西六郷2-8-4

(3735)0020

343 清野医院

西六郷2-27-17

(3731)1208

344 うりゅう医院

西六郷2-37-5

(3735)1900

345 たまがわ眼科クリニック

南六郷2-21-9

(6715)0654

346 古部クリニック

南六郷2-21-10 1F

(3737)7833

347 木村こどもクリニック

南六郷2-27-1

(3733)9080

348 すずき内科クリニック

南六郷2-34-1

(5710)2311

349 いしい整形外科クリニック

東糀谷1-20-18

(5735)4114

350 羽田腎クリニック

東糀谷1-20-20

(3741)0774

351 糀谷医院

東糀谷2-7-6

(3741)0859
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352 糀谷クリニック

東糀谷2-7-7

(3742)2057

353 鎌田医院

東糀谷2-7-16

(3741)0662

354 えの本耳鼻咽喉科医院

東糀谷2-13-9

(6666)1270

355 髙野病院

東糀谷3-3-24

(3741)0011

356 中央医院

西糀谷1-8-7

(3741)8877

357 宇部内科小児科医院

西糀谷1-13-14

(3742)0818

358 あきた内科クリニック

西糀谷2-9-4 104

(5737)5250

359 もぎ整形外科

西糀谷2-9-4

(5735)1212

360 渡邉医院

西糀谷2-24-4

(3741)2531

361 広川医院

西糀谷3-6-35

(3741)2304

362 大鳥居医院

西糀谷3-8-16

(3741)0118

363 ひかりホームクリニック

西糀谷3-44-5-202

(6423)2275

364 横川医院

西糀谷4-9-24

(3741)5567

365 内科・心療内科クリニック花

西糀谷4-13-10

(5737)7770

366 糀谷整形外科

西糀谷4-13-15

(3741)7410

367 糀谷皮膚科

西糀谷4-21-4

(3743)1066

368 ナグモ医院

西糀谷4-21-16

(3742)0556

369 松坂医院

萩中1-6-28

(3741)0985

370 萩中ハートフルクリニック

萩中1-9-16

(3745)0810

371 羽田とうまクリニック

萩中2-2-3 1･2F

(5735)7810

372 タカノ内科クリニック

萩中2-3-21

(3741)0202

373 たかはし耳鼻咽喉科

萩中2-7-10

(5736)4187

374 さかき整形外科クリニック

萩中2-8-10 2F

(5735)3535

375 萩中診療所

萩中2-9-15

(3742)2477

376 幸和病院

萩中3-29-5

(3745)3800

377 広浜内科クリニック

矢口1-6-17 1F

(5741)8333

378 小林眼科

矢口1-7-18

(3758)1358

379 黒田医院

矢口1-13-9

(3759)3305

380 むさし新田クリニック

矢口1-16-17

(3758)5103

381 加藤内科小児科医院

矢口1-19-25

(3759)6169

382 新田ｾﾝﾄﾗﾙ内科クリニック

矢口1-20-19

(5741)2777

383 よしざわ整形外科クリニック

矢口1-28-19 1F

(3757)1789

384 おばら消化器・肛門クリニック

矢口2-11-23

(3750)8218

385 矢口二丁目整形外科

矢口2-11-24 1F

(3758)5252

386 都川耳鼻咽喉科

東矢口1-16-21

(3730)6918
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387 本多病院

東矢口1-17-15

(3732)2331

388 安方クリニック

東矢口2-10-12

(3758)8357

389 野溝医院

東矢口2-17-13

(3759)2717

390 西蒲田整形外科

東矢口3-2-1

(3735)2117

391 協愛医院

東矢口3-17-6

(3731)3693

392 吉田医院

東矢口3-22-1

(3731)4520

393 まるこハート内科クリニック

下丸子1-12-4

(3750)3311

394 かとうホームケアクリニック（訪問診療のみ）下丸子2-6-23 1F

(3757)2162

395 ファミリック診療所

下丸子2-13-4

(5741)3717

396 下丸子診療所

下丸子3-7-9

(3758)0648

397 古賀医院

下丸子3-8-5

(3750)6220

398 多摩おやこクリニック

下丸子3-8-8 2F

(6715)2223

399 きはら整形外科

下丸子3-13-7

(5482)0398

400 井出内科クリニック

下丸子3-13-11

(3757)2484

401 おおつか耳鼻咽喉科クリニック

下丸子3-17-8

(3750)9123

402 森田内科クリニック

下丸子3-17-8

(5732)3300

403 メカマクリニック

下丸子3-22-13

(3758)2356

404 目蒲病院

下丸子3-23-3

(3759)8888

405 井上メディカルクリニック

下丸子4-21-13 2F

(3756)6278

406 大川こども・内科クリニック

多摩川1-6-16

(3758)0920

407 奥山こどもクリニック

多摩川1-21-3

(5482)0415

408 北原内科・外科クリニック

多摩川1-21-6

(6715)0745

409 岩﨑内科クリニック

多摩川1-23-8

(3759)3771

410 若草クリニック

多摩川1-26-21

(3759)6325

411 いと整形外科

多摩川1-35-9

(6715)4417

412 藤岡皮フ科クリニック

多摩川1-35-10

(5732)1241

413 東京都京浜島工業団地協同組合連合会診療所
京浜島2-10-2

(3799)0550

