
荘病院 板橋1-41-14 3963-0551 ●

弘瀬医院 板橋2-5-1 3961-8407 ●

平沼クリニック 板橋2-16-6 6784-1190 ●

野村医院 板橋2-65-10 恵和会サービスセンタービル201 3964-8544 ●

上原内科医院 板橋3-6-11 5375-9981 ●

岡部医院 板橋3-37-1 3961-0416 ●

木村内科クリニック 板橋4-6-1 3964-1955 ●

宮内医院 板橋4-44-1 5943-1616 ●

今村医院 大山東町58-20 3964-8805 ●

大山東方クリニック 大山東町60-9 3964-1830 ●

小川医院 大山金井町16-8 3955-8220 ●

高見医院 熊野町40-11 3956-0600 ●

早川医院 中丸町9-1 3972-6062 ●

櫻井産婦人科 中丸町15-15 3955-5531 ●

勝又内科医院 中丸町22-7 3955-7333 ●

うえだクリニック 仲宿48-9 5248-6622 ●

香川内科小児科医院 氷川町25-1 3961-9050 ●

東京シティクリニック大山 大山町9-6 2F 3955-2200 ●

鈴木医院 大山町10-10 3956-1788 ●

田丸小児科内科医院 大山町41-3 3956-2836 ●

つくしんぼ診療所 大山町西町70-10 3972-1165 ●

板橋幸町クリニック 幸町21-13 プラザさいわい1F 5966-5801 ●

萩原医院 中板橋21-2 3961-8380 ●

渡辺医院 中板橋29-6 3964-0381 ●

岩渕診療所 本町17-1 3961-2413 ●

城西クリニック 本町25-10 ファンビル4F 3579-3118 ●

藤吉クリニック 大和町16-3 第2川井ビル1F 5943-1200 ●

双葉町クリニック 双葉町12-17 3961-8060 ●

堀井医院 双葉町40-13 3961-2610 ●

よりふじ医院 大谷口北町27-4 3956-1255 ●

山倉医院 大谷口北町51-2 3956-2626 ●

宮下医院 大谷口北町76-7 3956-5349 ●

戸島医院 大谷口2-3-5 3956-5275 ●

板橋区麻しん風しん混合（ＭＲ）ワクチン任意接種実施医療機関

①予約が必要な場合等がありますので必ず電話等で確認してください。

②◎印については通院・入院中の方のみ接種可能です

医療機関名 所在地 電話
麻しん風しん
混合（ＭＲ）
【任意接種】
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①予約が必要な場合等がありますので必ず電話等で確認してください。

②◎印については通院・入院中の方のみ接種可能です

医療機関名 所在地 電話
麻しん風しん
混合（ＭＲ）
【任意接種】

落合医院 大谷口2-20-6 3956-3012 ●

あおぞらクリニック 大谷口2-68-6 5926-6310 ●

たにもとクリニック 向原3-10-15 -102 3530-8327 ●

後藤こどもクリニック 小茂根1-27-19 5917-8550 ●

林クリニック 小茂根4-28-14 3956-2090 ●

ときわ台はしもと小児科アレルギー科 常盤台1-2-3 新光常盤台ビル3F 6454-5415 ●

服部医院 常盤台1-7-17 3960-5001 ●

風見医院 常盤台1-11-10 3960-0096 ●

今本クリニック 常盤台1-19-13 3966-9866 ●

渡邉医院 常盤台1-29-11 3960-7885 ●

和田クリニック 常盤台1-40-12 3960-2562 ●

石川医院 常盤台1-61-3 3960-3940 ●

元内科・胃腸科クリニック 常盤台2-6-1-1F 5915-5570 ●

常盤台外科病院 常盤台2-25-20 3960-7211 ●

北角診療所 常盤台3-3-1 3960-3617 ●

やごうクリニック 常盤台3-24-13-1F 5915-5500 ●

西尾医院 常盤台3-26-15 3960-4970 ●

大久保医院 常盤台4-10-5 6906-6811 ●

イムス記念病院 常盤台4-25-5 3932-9181 ●

上板橋松山内科クリニック 常盤台4-30-9 宝田ビル1F 5922-1271 ●

藤川医院 常盤台4-32-6-101 3933-1738 ●

清水医院 南常盤台1-23-17 3956-6202 ●

有賀小児クリニック 南常盤台2-3-3 3973-6151 ●

小田島こどもクリニック 東新町 1-14-13 6427-5052 ●

須賀医院 東新町1-19-3 3972-0050 ●

さいしょ小児科 東新町2-56-9 5986-1271 ●

はちすクリニック 上板橋1-26-13 5922-5055 ●

上板橋診療所 上板橋2-1-8 3933-2201 ●

大國医院 上板橋2-8-14 3933-4346 ●

平山医院 上板橋2-16-5 3933-1651 ●

山櫻診療所 上板橋3-15-5 3933-8739 ●

うつみ医院 東山町11-10 3956-2482 ●

斉藤医院 桜川2-11-5 3933-0386 ●

桜川ファミリークリニック 桜川3-23-2 コモディイイダ食彩館2F 3550-2035 ●

冲永眼科クリニック 清水町1-3 3962-0929 ●
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①予約が必要な場合等がありますので必ず電話等で確認してください。

②◎印については通院・入院中の方のみ接種可能です

医療機関名 所在地 電話
麻しん風しん
混合（ＭＲ）
【任意接種】

天木診療所 清水町47-7 3961-3913 ●

藤田医院 泉町23-8 1F 3960-2822 ●

小豆沢病院 小豆沢1-6-8 3966-8411 ●

板橋セントラルクリニック 小豆沢2-16-15 3967-1268 ●

天谷医院板橋診療所 小豆沢2-17-1 3965-9555 ●

共助会医院 小豆沢2-26-8 3966-2577 ●

はなだ内科クリニック 小豆沢2-36-13 マツエクリニックビル2F 5392-1314 ●

すがやこどもクリニック 小豆沢2-36-13 マツエクリニックビル3F 5914-3777 ●

浅倉内科クリニック 小豆沢3-10-7 5970-1155 ●

はす花こどもファミリークリニック 蓮沼町23-3 3960-8287 ●

石澤内科クリニック 志村2-10-9 3966-1438 ●

こうのファミリーケア・クリニック 志村3-20-26 志村スタービル1F 3965-1649 ●

いわた医院 坂下1-35-17 3965-5070 ●

誠志会病院 坂下1-40-2 3968-2621 ●

内藤医院 坂下2-1-41-1F 3965-0003 ●

清水クリニック 坂下2-28-7 3966-5314 ●

志村坂クリニック 東坂下1-9-5 3966-6720 ●

ねづクリニック 東坂下2-3-6-101 5914-0236 ●

中台医院 中台1-4-7 3935-0195 ●

平山医院 中台1-46-3 3932-3598 ●

青山クリニック 中台3-27-A101・103 3931-8888 ●

大森メディカルクリニック 若木1-17-17 5921-0755 ●

林内科医院 若木2-11-18 3934-0135 ●

青木小児科医院 西台2-9-3 3932-3849 ●

西台診療所 西台3-33-10 3934-5558 ●

おおやまクリニック 西台4-5-8 サンキャッスル西台1F 5921-0560 ●

望月内科クリニック 相生町4-5 桂ハイツ1F 3937-6769 ●

赤星医院 蓮根1-23-8 3966-6082 ●

蓮根メディカルクリニック 蓮根2-10-1 3966-0341 ●

はなまるキッズクリニック 蓮根2-20-22-1F 3558-8870 ●

はすね駅西口内科 蓮根2-31-3-2F 5918-7517 ●

せきねクリニック 蓮根2-31-12-1F 5915-9901 ●

すずき内科 蓮根3-9-11 ライオンズプラザ西台駅前1階Ａ 5918-9968 ●

えがおこどもクリニック 前野町3-31-3 5994-7250 ●

つづきクリニック 前野町4-13-13 3960-0407 ●
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①予約が必要な場合等がありますので必ず電話等で確認してください。

②◎印については通院・入院中の方のみ接種可能です

医療機関名 所在地 電話
麻しん風しん
混合（ＭＲ）
【任意接種】

三浦内科医院 前野町6-34-12 グレイス常盤台1F 5914-6178 ●

荒瀬医院 赤塚1-10-8 3930-0498 ●

和気医院 赤塚2-7-12 3977-2611 ●

まえだファミリークリニック 赤塚3-9-1 リバティカイト1F 3979-0901 ●

井上医院 赤塚4-17-11 5968-5777 ●

松月院通りクリニック 赤塚5-1-4 5968-6011 ●

楠医院 赤塚6-23-14 3939-0096 ●

北原クリニック 赤塚7-4-17 3939-0383 ●

水野医院 赤塚新町1-17-1 3559-2111 ●

赤塚新町クリニック 赤塚新町2-5-16 6915-6617 ●

秀クリニック 赤塚新町3-5-1 3975-5780 ●

やの内科・小児科クリニック 赤塚新町3-19-5 3930-2277 ●

伊藤内科小児科クリニック 成増1-17-10 3930-5114 ●

かとう内科クリニック 成増2-17-6 エクセルKSY 1F 3977-8222 ●

宮下こどもクリニック 成増2-21-22 5967-0415 ●

杉内医院 成増3-17-16 3930-2331 ●

多比良医院 成増4-13-2-1F 3975-8139 ●

田島クリニック 成増5-18-4 5383-6622 ●

ふるた小児クリニック 徳丸2-21-8 3932-7800 ●

宮田クリニック 徳丸3-1-13 3559-8660 ●

田幡医院 徳丸3-13-9 3933-1627 ●

倉科内科クリニック 徳丸3-17-1 1F1A 5922-1661 ●

高島平クリニック 高島平1-12-11 3936-4164 ●

あべこどもクリニック 高島平1-28-5-2F 3559-8115 ●

高島平中央総合病院 高島平1-73-1 3936-7451 ●

渡辺産婦人科医院 高島平2-3-14 5399-3008 ●

高島平りゅう医院 高島平2-21-6 3931-5311 ●

内田診療所 高島平2-26-2-112 3936-8790 ●

ごんだクリニック 高島平2-33-1 ピーコックストア高島平店2F 5922-5377 ●

郡医院 高島平3-8-6 3975-3438 ●

板橋区医師会病院 高島平3-12-6 3975-8151 ●

高島平診療所堀口内科小児科 高島平4-30-6 3975-4114 ●

髙田皮膚科クリニック 高島平8-5-10 MAビル1F 3550-8500 ●

高島平東口クリニック 高島平8-5-10 MAビル3F 3933-1213 ●

宮田医院 高島平8-12-9-1F 3559-8480 ●
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①予約が必要な場合等がありますので必ず電話等で確認してください。

②◎印については通院・入院中の方のみ接種可能です

医療機関名 所在地 電話
麻しん風しん
混合（ＭＲ）
【任意接種】

西台内科 高島平9-7-6-101 5922-5350 ●

髙橋医院 高島平9-17-3 3936-3758 ●

高島平かわむらクリニック 高島平9-18-7 3933-7700 ●

舟渡病院 舟渡2-19-12 3968-8851 ●
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