
医　療　機　関　名 住　　所 電話番号

飛田給内科クリニック 飛田給１丁目２８番地２　平原ビル１階 ４９７－６３８０
緒方医院 飛田給２丁目２番地１２ ４８７－７８４７
榎本内科クリニック 飛田給２丁目１２番地９　飛田給ハイム１階 ４４４－０４５６

西調布井上クリニック 上石原１丁目３８番地１５　１Ｆ－Ａ ４２６－０１５５
川野医院 上石原２丁目２７番地９ ４８５－５４８０
小林内科 上石原２丁目３０番地２２ ４８２－８６２３
原医院 上石原２丁目３７番地７ ４８２－３０８７
中村医院 上石原２丁目４４番地４ ４８２－２０３６
青木病院 上石原３丁目３３番地１７ ４８３－１３５５

くにさわクリニック 富士見町２丁目１４番地１９　三ツ木富士見町マンション１階 ４８５－８１１７

山口内科クリニック 下石原２丁目３２番地２ 　２階 ４４０－１８８６
調布病院 下石原３丁目４５番地１ ４８４－２６２６
辻医院 下石原３丁目６０番地４ ４８２－２８９１

菅間医院 小島町１丁目２４番地５ ４８２－８８３０
調布東山病院 小島町２丁目３２番地１７ ４８１－５５１１
桐生クリニック 小島町２丁目４０番地１０ ４８２－３０６９
せしもクリニック 小島町２丁目４５番地６ ４４３－１２４１
小田切医院 小島町２丁目５１番地１ ４８２－８１６１
調布脳神経外科 小島町２丁目５１番地１　３階 ４９０―６１６５
小針クリニック 小島町２丁目５４番地４　ライオンズプラザ２階 ４４３－４５６７

調布診療所 布田１丁目２４番地３ ４８３－２５５７
博愛医院 布田１丁目２６番地１２　ダイアパレス調布５０１ ４４０－８５１８
岡本内科クリニック 布田１丁目３５番地３　ダイモンビル２階 ４８１－１１６７
にゅうむら医院 布田２丁目１６番地２　ステックス２階 ４４３－６５８６
飯野病院 布田４丁目３番地２ ４８３－８８１１
福地クリニック 布田４丁目２０番地３　マートルコート調布サザン１階 ４４１－５０３８
大枝医院 布田６丁目２５番地２ ４８４－５０６５

池田内科医院 調布ケ丘２丁目６番地１ ４８２－２６８９
東京心臓協会クリニック 調布ケ丘２丁目２７番地３１ ４８０－８１１０
北多摩病院 調布ケ丘４丁目１番地１ ４８６－８１１１

八雲医院 八雲台１丁目４８番地１ ４８２－２６３１

コクティやまうち内科・神経内科 国領町２丁目５番地１５　コクティー２階 ４８８－７６５１
おぎもと内科クリニック 国領町２丁目１３番地８ ４８９－６６５８
はすだ内科循環器内科クリニック 国領町３丁目１番地３８　ココスクエア２階 ４２６－８１０２
まりあ内科クリニック 国領町３丁目３番地２０　よろずやビル２階 ４４２－２１８８
国領石川クリニック 国領町４丁目８番地３　亀乃子ビル２階 ４４０－２５５１
くろかわクリニック 国領町５丁目１番地１９　サン・ルーシー２階 ４４４－４８８０
須藤クリニック 国領町５丁目２８番地８　メゾンプチフォーレ１階 ４９８－１１５１
多摩川病院 国領町５丁目３１番地１ ４８３－４１１４
佐野医院 国領町７丁目６６番地２９ ４８２－４６７３
なかやまクリニック 国領町８丁目２番地２　コナ・ヴィレッジ調布国領１階 ４２６－０５５７
くすの木ファミリークリニック 国領町８丁目２番地９-４　ライフタウン国領 ０３－５４３８－０２０２
国領めいようクリニック 国領町８丁目６番地８ ４４０－１５１５

（裏面あり）

調布市　肺炎球菌予防接種（任意接種）市内指定医療機関一覧
※この予防接種の対象は，６５歳以上の方です。
接種を希望する方は，必ずご予約をお願いします。市内指定医療機関での接種のみ費用助成の対象となります。
指定医療機関は変更になる場合がありますので，ご了承ください。（平成26年８月14日現在　89件）
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医　療　機　関　名 住　　所 電話番号

そめちファミリークリニック 染地２丁目８番地３ ４４２－３１２３
くわの胃腸科内科 染地３丁目１番地１　メディカルガーデン１０Ｃ ４８９－１２１２
多摩川住宅内科クリニック 染地３丁目１番地２６３多摩川住宅ロ-１６号棟1１６ ４８４－２２４０

土橋医院 多摩川４丁目１６番地２ ４８５－４５５４
ふかざわクリニック 多摩川５丁目１５番地５　プレセントＭ２０３ ４４４－３１７０
羽岡医院 多摩川７丁目７番地１　ロイヤルコート京王多摩川１０１ ４８２－３８４３

ふじかわクリニック 深大寺東町２丁目２３番地５　深大寺メディカルビル２階 ４４０－８２７７
野ヶ谷クリニック 深大寺東町３丁目２１番地１０　 ４８２－４０９８
クリニック花水木 深大寺北町４丁目１７番地７ ４４１－５７６５
工藤ハ－トフル・クリニック 深大寺北町６丁目３８番地６　 ４８３－０１２５
鵜戸西クリニック 深大寺元町４丁目３１番地２ ４８２―８６５８

安賀医院 佐須町３丁目１０番地７ ４８２－１２５６

西田医院 柴崎１丁目６４番地１３ ４８３－１３５０

調布ハートクリニック 菊野台１丁目１４番地１２ ４４４－５１６７
しばさき内科クリニック 菊野台２丁目５番地２１ ４４０－１２００
柴崎ファミリ－クリニック 菊野台２丁目２３番地３　パールハイツ２階 ４４０－３５４５

つつじヶ丘クリニック 西つつじケ丘１丁目２番地１ ４９９－８２２０
五島医院 西つつじケ丘１丁目２１番地３　 ４８６－３５３５
木内クリニック 西つつじヶ丘２丁目１４番地１４ ０３－３３０７－７４１１
秋鹿クリニック 西つつじケ丘３丁目２６番地６　栄和ビル２階 ４８９－５５７７
やぎぬまこどもクリニック 西つつじケ丘３丁目２６番地１２ 　ファミールつつじヶ丘１階 ４９０－８０３１
井上博文クリニック 西つつじケ丘３丁目３０番地２８ 　ＩＢハウス１０１ ４９９－５１５５
佐々木こどもクリニック 西つつじケ丘３丁目３７番地２　横田ファイブ１０７ ４８７－２４３３
神代クリニック 西つつじケ丘４丁目１５番地５ ４４３－２２４６
石川こどもクリニック 西つつじケ丘４丁目１５番地６　ビラ・サルーテ１０５ ４４０－７１８１
伊藤医院 西つつじヶ丘４丁目１９番地１１ ４８３－０１２７
にわファミリ－クリニック 西つつじケ丘４丁目２３番地　神代団地５８－１０１ ４４３－１１２０

緑ヶ丘井上内科診療所 緑ヶ丘２丁目２番地１ ０３－３３０９－２２０２

岡田医院 入間町１丁目３３番地５ ０３－３４８２－５１５６
イカリクリニック 入間町３丁目９番地２３ ０３－３７８９－８２００
しまだ整形外科 入間町３丁目１５番地１０ ０３－５４２９－１１６６

仙川町クリニック 仙川町１丁目９番地３７　キクチマンション１０３ ０３－５３８４－４３４３
くしやまクリニック 仙川町１丁目１１番地２ ０３－５３１３－５１５１
永研会クリニック 仙川町１丁目１１番地８　仙川FTビル２階 ０３－５３１５－１１８１
仙川耳鼻咽喉科 仙川町１丁目１２番地４６ ０３－５３１３－３２８１
菊池医院 仙川町１丁目１４番地２ ０３－３３００－５０２０
愛和クリニック 仙川町１丁目１５番地４７　ひなたビル１階 ０３－３３０７－５４７７
仙川駅前すずきクリニック 仙川町１丁目１８番地２　３１１０ビル３階 ０３－３３０９－１７７７
よこすかレディースクリニック 仙川町１丁目２０番地１６　　ヴィバーチェ仙川２階 ０３－５３１５－５６８６
すぎさか胃腸クリニック 仙川町１丁目５０番地１　パール仙川町Ⅲ３階 ０３－５３１５－８８５８
仙川さとうクリニック 仙川町２丁目１８番地１５　メゾン仙川１階 ０３－５３１５－７３７３
塚本内科クリニック 仙川町３丁目１番地１　ルミネ丸商１階 ０３－５３１５－２３９３
村上こどもクリニック 仙川町３丁目７番地１５ ０３－３３００－４６３３

仲島医院 若葉町１丁目２７番地５ ０３－３３００－０７５５
村木医院 若葉町１丁目３８番地２２ ０３－３３０７－８６１５
わかば町クリニック 若葉町２丁目１番地６　仙川セントラルパレス１階 ０３－５３１３－３３３１
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問合せ／調布市福祉健康部健康推進課　０４２－４４１－６１００
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