不活化ポリオワクチン協力医療機関（荒川区医師会所属）
医療機関名

住所１

住所２

電話番号

医師名

石橋内科歯科医院

南千住 １－１－２１

（３８９１）０８９６ 石橋 明子

磯病院

南千住 １－５６－１０

（３８０７）８１７１ 磯 裕明

舳松医院

南千住 ２－２６－８

（３８０７）４０７１ 舳松 洋

茂澤クリニック
南千住 ３－４－１
いなばキッズクリニック 南千住 ４－７－１ ＢｉＶｉ南千住３Ｄ

（３８９１）１９５１ 茂澤 健一

吉野内科小児科医院 南千住 ５－７－１

（３８０７）０６０５ 吉野 孝

角田クリニック

南千住 ５－１８－１１

（３８０６）８１７２ 角田 明子

金子医院

南千住 ６－４７－１１

（３８９１）２９４５ 金子 織善

備考

（５６０４）１７１０ 稲葉 八興

（３８０２）００２３ 角田 太郎
南千住つのだ医院
南千住 ６－６５－１２
南千住こどもクリニック 南千住 ７－１－１ アクレスティ南千住３０３号 （５６１５）２５２５ 臼井 紀久
（３８０６）９０２９ 土屋 譲
土屋クリニック
南千住 ７－１２－１５
（５８５０）０３１１ 若麻績 佳樹
東京リバーサイド病院 南千住 ８－４－４

汐入診療所

南千住 ８－１０－３－１０１

（３８０７）２３０２ 門松 拓哉

水野クリニック

荒川

１－４９－２ サクラハイツ２F

（３８９１）０２１９ 稲富 由香

まつおかこどもクリニック 荒川

２－１－５ セントラル荒川ビル２Ｆ

（５６０４）１５６７ 松岡 郁美

赤池医院

荒川

２－６－１

（３８０３）４１６１ 赤池 正博

飯土用内科

荒川

３－２３－１３

（３８９１）５８５８ 飯土用 誠也

荒川生協診療所

荒川

４－５４－５

（３８０２）２６０１ 菅野 哲也

竹内病院

荒川

６－７－８

（３８９２）７７７１ 竹内 明輝

わかすぎ小児科クリニック 荒川

７－４６－１ マークスタワー町屋２０５

（３８１０）７８００ 若杉 訓世

早田医院

町屋

１－８－８

（３８９５）３５１４ 早田 之利

山田こどもクリニック

町屋

３－１８－１２ 第一NDビル１０１

（６２３１）８７０７ 山田 秀雄

町屋小児科内科医院 町屋

３－２２－３

（３８０９）１５１５ 沢登 理恵子

上智クリニック

町屋

４－９－１０

（３８９２）４５１４ 銭谷 平

小沼医院

町屋

６－１９－１５

（３８９５）６６０３ 小沼 康男

武田内科小児科クリニック 町屋

８－７－２

（３８９２）５３２４ 武 田 英紀

荒川病院

町屋

８－２０－３

（５９０１）１１７１ 千代反田 滋

すずき小児科医院

東尾久 ３－１－９

（３８９２）１２６６ 鈴木 博之

熊野前医院

東尾久 ３－１９－８

（３８１９）２５３５ 田中 純

中村内科小児科医院 東尾久 ４－１７－１

（３８９３）５７９６ 中村 幸義

小原医院
尾久橋医院
いがらしクリニック

東尾久 ６－８－５
東尾久 ８－１９－２
西尾久 １－３２－１６

（３８９５）８３４１ 小原 共雄
（３８００）３０２０ 鈴木 久雄
（３８００）９６２９ 五十嵐 利一

紅露医院

西尾久 ２－２６－７

（３８９４）６６５１ 紅露 純

鈴木こどもクリニック

西尾久 ３－２１－５ ＡＹビル１Ｆ

（５８５５）３０３０ 鈴木 博子

西尾久クリニック

西尾久 ６－１５－５

（３８００）１７１７ 川内 喜代隆

小山内科医院

東日暮里 １－５－１０－３Ａ

（５８５０）２０３０ 小山 知行

西松医院

東日暮里 １－１６－１３

（３８０１）２７４８ 西松 隆

東日暮里クリニック

東日暮里 ３－２４－１６－１０１

（５８１１）６６３５ 三山 幸子

髙井医院

東日暮里 ４－２６－７

（３８０７）８１３１ 髙井 修平

リーデンスタワークリニック 東日暮里 ５－１６－３－２０１

（５８５０）１６６１ 井上 貴博

加藤小児科内科医院 東日暮里 ５－４４－１ 加藤医院ビル１F

（３８０３）３３７７ 加藤 薫

春田医院

東日暮里 ６－５０－１４

（３８９１）１０６２ 春田 一典

蓮沼医院

東日暮里 ６－５１－８

（３８９１）１１７０ 蓮沼 理

日暮里医院

東日暮里 ６－６０－４

（３８０６）０３４５ 石山 哲也

関川病院

西日暮里 １－４－１

（３８０３）５１５１ 葛原 敬八郎

おいぬま内科

西日暮里 １－５２－１

（３８０７）０３２８ 老沼 悟朗

ひろせ内科外科クリニック 西日暮里 ５－２７－２ グリーンリーフオオツカ２Ｆ （３８０３）６２６０ 廣瀬 浩之

小島医院（西日暮里） 西日暮里 ６－５７－２

（３８９３）８５６９ 小島 靖

予約制

予約制

