西東京市 令和３年度 高齢者肺炎球菌予防接種 実施医療機関一覧表
この表は、令和３年12月10日時点のものです。
NO.

医療機関名

住所

電話番号

予約

1

知念医院

泉町1-11-14 上宿ビル1階

042-467-7788

要

2

安部医院泉町分院

泉町2-16-11

042-421-2220

不要

3

中山皮膚科医院

泉町4-4-21

042-422-1223

要

4

酒枝医院

北原町2-1-38

042-461-4944

不要

5

保谷北町かなざわファミリークリニック

北町１-６-１ レッツビルディング2階

042-439-6916

要

6

保谷厚生病院

栄町1-17-18

042-424-6640

要

7

黒目川診療所西東京

栄町2-1-28 JUNさかえ202

042-439-9581

要・訪問のみ

8

こみち内科クリニック

芝久保町1-5-8 ﾊｲﾈｽ田無弐番館104号

042-450-6731

要

9

ひがき医院

芝久保町1-11-10

042-462-5521

不要

10 西東京中央総合病院

芝久保町2-4-19

042-464-1511

要

11 南しばくぼ診療所

芝久保町2-22-36

042-461-3764

要

12 ますだ内科クリニック

芝久保町3-6-26

042-463-1159

要

13 がんぼクリニック

芝久保町3-30-16

042-465-8774

要

14 芝久保内科小児科クリニック

芝久保町4-12-45

042-469-6776

不要

15 宇佐美整形外科医院

下保谷4-2-19

042-423-8228

要

16 さいとう小児科内科クリニック

下保谷4-2-21

042-421-7201

不要

17 みわ内科クリニック

下保谷4-12-2 メゾン泉1階

042-438-7188

要

18 桑原内科クリニック

下保谷4-13-23 保谷stﾒﾃﾞｨｶﾙﾋﾞﾙ2階

042-421-0707

要

19 武蔵野ファミリークリニック

新町1-2-20

042-453-8500

要

20 伊藤皮膚科形成外科クリニック

新町2-5-15

0422-50-0076

要

21 丸山眼科クリニック

新町2-5-15

0422-55-5812

要

22 ひらたあや整形外科クリニック

新町2-5-35

0422-56-8130

要

23 なかじょう内科

住吉町3-9-8 ひばりヶ丘メディカルプラザ2階

042-438-6117

要

24 竹内内科クリニック

住吉町4-16-4

042-421-6620

要

25 保谷内科呼吸器科クリニック

住吉町6-1-26

042-458-7870

要

26 西東京めぐみクリニック

田無町2-9-13-2F

042-452-5948

要

27 西東京あゆみクリニック

田無町3-3-14ベルビュー田無201

042-463-8655

要

28 指田医院

田無町4-2-11

042-461-1128

要

29 佐々総合病院

田無町4-24-15

042-461-1535

要

30 耳鼻咽喉科ヒロクリニック

田無町4-29-8 丸保ビル4階

042-463-8711

要

31 しげみつファミリークリニック

田無町5-4-13 ハママンション第二1階

042-452-7411

要

32 田村医院

田無町7-3-17

042-461-8441

要

33 やまぐち内科眼科クリニック

田無町7-16-30

042-462-7578

要

34 久内医院

中町2-1-17

042-421-3355

要

35 仁徳クリニック

中町4-7-9

042-424-6696

要

36 小野内科循環器科クリニック

西原町5-1-8 西原クリニックビル2階

042-450-5535

要

37 おぎた内科クリニック

東町2-14-12 パラツィーナ保谷101

042-478-6597

要

38 保谷駅前下山内科糖尿病内科クリニック 東町3-14-24 保谷駅南口メディカルモール２階

042-439-8925

要

39 廣川クリニック

東町4-8-28 JUN西東京市101

042-425-6476

要

40 田村クリニック

東町4-13-23 メープルヴィレッジ1階

042-422-3925

要

41 増田医院

東町5-1-11

042-422-6036

要
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42 はやし内科クリニック

東町6-6-10 西東京メディカルモール

042-423-0452

要

43 ごとう内科

東伏見2-1-6

042-450-5100

要

44 兼子耳鼻咽喉科医院

東伏見2-4-1

042-465-8733

要

45 武村医院

東伏見5-9-14

042-462-8556

不要

46 武村クリニック

東伏見5-9-14

042-466-5150

要

47 中山耳鼻咽喉科

ひばりが丘2-11-20

042-421-4187

要

48 ひばりが丘てらむらクリニック

ひばりが丘3-3-16

042-452-3960

不要

49 ひばりヶ丘北口駅前クリニック

ひばりが丘北3-3-30 エクレールひばり1階

042-439-4976

要

50 ノーブルビルクリニック

ひばりが丘北3-5-13

042-424-5678

要

51 田中クリニック

ひばりが丘北3-6-31 アッセンブルひばりが丘2階

042-423-0880

要

52 藤原医院

ひばりが丘北4-8-4

042-421-6168

不要

53 下田内科クリニック

富士町1-13-1

042-478-3508

要

54 富士クリニック

富士町4-6-9

042-450-6555

要

55 藤沼内科クリニック

富士町4-18-11 フジビル1階

042-466-5105

要

56 石川クリニック

保谷町2-6-1

042-464-1550

要

57 たかはし医院

保谷町3-11-25

042-461-1622

要

58 村市医院

保谷町3-15-15

042-461-1316

要

59 安部医院

保谷町3-24-2

042-461-0781

不要

60 やぎさわ循環器クリニック

保谷町4-5-6 野口ビル1階

042-451-5072

要

61 本町胃腸クリニック

保谷町4-11-19

042-467-1511

要

62 馬場医院

保谷町6-15-2

042-462-9177

要

63 ひらつか内科クリニック

南町2-1-14 新倉ﾋﾞﾙ1階

042-420-6661

要

64 坂上医院

南町3-17-8

042-467-4110

要

65 畑中医院

南町3-22-8

042-461-3209

要

66 すがひろ内科クリニック

南町4-3-2 ｻｳｽﾀｳﾝﾋﾞﾙ2階

042-464-3226

要

67 田無ペインクリニック内科

南町4-9-1

042-463-1133

要

68 永田外科胃腸内科

南町4-12-6

042-465-8530

要

69 田無循環器クリニック

南町5-1-8 田無クリニックモール1階

042-461-1711

要

70 整形外科高橋クリニック

南町5-3-12

042-461-8822

要

71 田無病院

緑町3-6-1

042-461-2682

要

72 なかやま内科循環器クリニック

向台町1-19-14 ノーブルハイツ向台1階

042-450-7710

要

73 武蔵野徳洲会病院

向台町3-5-48

042-465-0700

要

74 野田医院

向台町3-6-10

042-467-1810

不要

75 石田クリニック

谷戸町1-23-13

042-421-9905

要

76 たなか内科・リウマチ科クリニック

谷戸町2-1-41 ひばりが丘南ﾒﾃﾞｨｶﾙｽｸｴｱ1階

042-452-6878

不要

77 ひばりが丘やまね小児科アレルギー科

谷戸町2-1-41 ひばりが丘南ﾒﾃﾞｨｶﾙｽｸｴｱ1階

042-469-3636

要

78 ひばりヶ丘クリニック

谷戸町2-15-11 高野ビル1階

042-422-2959

要

79 はるクリニック

谷戸町3-23-1 Ｋ・flat1階

042-425-1178

要

80 中沢耳鼻咽喉科

谷戸町3-28-16 パークシティひばりが丘1階

042-421-3322

要

81 大野医院

柳沢1-4-26

042-461-8702

要

82 池田クリニック

柳沢2-3-13 柳沢2丁目アパート110号

042-465-3331

要

83 川村クリニック

柳沢6-1-1 HBビル2階

042-450-7878

要

84 やぎさわ内科・脳神経内科

柳沢6-6-3 トキビル202号室

042-497-6081

要

