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谷中クリニック 谷中3-13-10 (3823)1261 渡辺医院 竜泉1-13-3 (3873)2680

どうかん山こどもクリ
ニック

谷中3-23-10 (3828)4150 安倍医院 竜泉1-34-1 (3873)3288

桜木内科クリニック
上野桜木
1-10-11-B1

(3827)8401 しもじま内科クリニック
竜泉2-19-18
中川ﾋﾞﾙ 2F

(6458)1312

藤本クリニック 上野桜木1-10-22 (5685)2151
さわい整形外科クリニッ
ク

竜泉2-19-18
中川ﾋﾞﾙ 3F

(3874)3041

土田病院 上野桜木1-12-12 (3822)2201 竜泉協立診療所 竜泉3-1-2 (3873)4373

鶯谷健診センター 根岸2-19-19 (3873)9161 あやめ診療所 竜泉3-32-3 (5824)8788

柿本内科小児科 根岸3-3-18 (3874)5156 田村胃腸科外科 竜泉3-42-11 (3874)9981

かとう医院 根岸3-12-14 (5603)7161 飯山医院 入谷1-7-7 (3872)7873

稲沢内科医院 根岸3-14-12 (3872)0512 齋藤耳鼻咽喉科医院
入谷1-18-5
日伸ﾊｲﾂ202

(3871)8733

清水医院 根岸4-14-20 (3872)3230 道川内科クリニック 入谷2-24-11 (3873)1271

武内クリニック 根岸5-16-8 (3873)1202
つちやファミリークリ
ニック

入谷2-25-2 (3873)1375

浦尾医院 根岸5-17-6 (3873)0264 上野なかのクリニック
北上野1-9-13
高松ﾋﾞﾙ1F

(5828)3007

金井クリニック 下谷2-4-2 (3875)2761 城所医院 北上野2-26-5 (3844)0510

織田消化器科クリニック 下谷3-7-2 (3871)0822 サンライズクリニック
東上野1-7-2
富田ﾋﾞﾙ2F

(3836)3321

いりやキッズクリニック 下谷3-11-12 (5808)0415
上野皮フ科・婦人科クリ
ニック

東上野1-7-12
徳永ﾋﾞﾙ2F

(5842)1200

上野くろもんクリニック 上野1-9-2-1F (6803)0115 森一貫堂医院 東上野2-10-10 (3831)5830

三倉クリニック
上野1-16-16
第2三倉ﾋﾞﾙ1F

(5807)8171
永寿総合健診・予防医療
センター

東上野3-3-3
ﾌﾟﾗﾁﾅﾋﾞﾙ2F

(3833)7351

上野医院
上野2-11-10
小島ﾋﾞﾙ4F

(3832)0076 上野眼科医院
東上野3-15-14
ｴｽﾄﾋﾞﾙ3F

(3831)7432

上野透析クリニック
上野2-12-20
NDKﾛｰﾀｽﾋﾞﾙ3F

(5817)8770 知久内科クリニック 東上野3-20-1 (3833)5758

大同クリニック 上野3-12-5 (3831)1888 上野病院 東上野3-23-4 (3833)8111

あさひ上野クリニック
上野3-16-4
文行堂ﾋﾞﾙ2F

(5818)7070
ゆうレディースクリニッ
ク

東上野3-30-8 (5817)8626

御徒町仲内科クリニック
上野4-2-1
江戸っ子ﾋﾞﾙ4F

(6806)0834 上野内科クリニック
東上野4-16-6
東西ﾋﾞﾙ東上野6F

(5828)2711

御徒町腎クリニック
上野5-8-5
CP10ﾋﾞﾙ2F

(5812)2861 上野浅草通りクリニック
東上野5-1-3
第2稲荷町ﾋﾞﾙ

(5830)3112

一宮メンタルクリニック 上野6-1-1 4F (5817)4824 善平医院 東上野6-2-13 (3843)7055

塚本医院 上野6-2-5 (3831)8443 津田胃腸科医院 台東3-18-4 (3831)1540

上野御徒町内科クリニッ
ク

上野6-2-14
喜久屋ﾋﾞﾙ7F

(6284)4007 協和医院
台東4-8-5
T&T御徒町ﾋﾞﾙ4F

(3835)0186

御徒町駅前内科クリニッ
ク

上野6-3-5
大口ビル1～3F

(6806)0863 岩佐医院 台東4-1-2 (3831)3807

尾中内科
上野6-5-3
尾中ﾋﾞﾙ2F

(3833)5503 市村外科整形外科
台東4-23-10
ｳﾞｪﾗﾊｲﾂ御徒町1F

(3831)3252

御徒町クリニック
上野6-6-2
ｸﾚｲﾝﾋﾞﾙ3F

(3836)0537 椿診療所 日本堤1-6-11 (3876)1718

山本メディカルクリニッ
ク

上野6-8-7 (3836)3878 まるクリニック 日本堤2-38-3 1階 (6802)4730

上野御徒町こころみクリ
ニック

上野6-16-5
正三ビル201

(5812)4698 くろす内科クリニック 清川2-8-11 (3872)0298

上野耳鼻咽喉科クリニッ
ク

上野6-16-19
新丸屋ﾋﾞﾙ4F

(3834)2822 橋場診療所 橋場2-2-5 (3875)8480

吉田産婦人科医院 池之端2-5-44 (3821)3915 おのだ医院
今戸1-3-13
さくらｺｰﾎﾟ201

(3876)3818

柴原医院 池之端4-11-2 (3821)3658 東浅草クリニック
今戸2-14-5
K2-COURT浅草1F

(3876)6671

石川皮膚科 三ﾉ輪1-10-6 (3872)8669 浅草病院 今戸2-26-15 (3876)1711

みのわ駅前クリニック
三ノ輪1-28-12
ﾌﾟﾗｻﾞM 3F

(3873)1234 成寿クリニック 今戸2-28-9-201 (5824)2266

同善会クリニック 三ﾉ輪2-12-12 (3801)6180 塩川内科医院 千束1-4-11 (3872)0153

谷口内科
竜泉1-10-6
秋田屋ﾋﾞﾙ1F

(3872)1369 梅澤医院 千束2-20-2 (3872)8230
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区立台東病院 千束3-20-5 (3876)1001 蔵前まえだクリニック 寿1-2-3 ATﾋﾞﾙ3F (5246)3361

かわぐち内科・内視鏡ク
リニック

浅草1-35-9 (3844)2072 野中医院 寿1-10-20 (3844)0527

浅草寺病院 浅草2-30-17 (3841)3330 ことぶき耳鼻咽喉科
寿1-17-10
21ﾌﾟﾗｻﾞﾔﾏﾔ1F

(3843)3107

浅草馬道奥野整形外科医
院

浅草2-34-7
ｸﾞﾚｲﾌﾟｽ浅草2F

(5828)4800
あさくさ田原町内科クリ
ニック

寿2-10-11
MS田原町ﾋﾞﾙ2F

(3841)1181

浅草二天門クリニック
浅草2-34-7
ｸﾞﾚｲﾌﾟｽ浅草2F

(5830)0121
浅草ファミリークリニッ
ク

寿2-10-11
MS田原町ﾋﾞﾙ3F

(3841)5118

浅草のもとクリニック 浅草3-7-7-101 (5603)8808 滝口外科胃腸科整形外科 寿3-2-7 (3844)2276

北條医院
浅草3-34-8
秋山ﾋﾞﾙ1Ｆ

(3875)0011 島田クリニック
寿3-16-14
浅草寿ﾋﾞﾙ2F

(3843)5356

浅草クリニック 浅草4-11-6 (3876)3200 本宮形成・整形外科
寿4-10-11
生井ﾋﾞﾙ2F

(3841)4361

十全医院 浅草4-16-7 (5808)7872 蔵前内科クリニック
蔵前1-8-6
ﾘﾊﾞｰｻｲﾄﾞﾀﾜｰ蔵前

(3864)8998

浅草第一診療所 浅草4-33-7 (3872)8617 くらまえ川畑診療室
蔵前2-17-4
JFE蔵前ﾋﾞﾙ1Ｆ

(5829)5255

井上整形外科 浅草4-41-6 (3874)9521 蔵皮フ科形成外科
蔵前3-4-9
蔵ﾋﾞﾙ2F

(5809)1517

腰野医院 浅草5-2-13 (3873)0726
蔵前かとう内科クリニッ
ク

蔵前3-4-9
蔵ﾋﾞﾙ3F

(5809)2416

佐々木医院 浅草5-33-12 (3872)6776 くらまえ整形
蔵前3-4-9
蔵ﾋﾞﾙ4F

(5809)1669

聖愛クリニック
浅草5-64-8
ﾌｭｰｼﾞｮﾅﾙ浅草FOREST101 (3874)5341 菊嶋クリニック

蔵前3-13-13
NRﾋﾞﾙ3F

(3851)3281

浅草きずなクリニック
浅草6-9-2
ｺﾚｸｼｮﾝﾎｰｽﾛｰﾄﾞ2F

(6458)1058 行徳内科医院 蔵前4-3-7 (3851)9000

浅草泌尿器科クリニック
浅草6-9-2
ｺﾚｸｼｮﾝﾎｰｽﾛｰﾄﾞ4F

(3874)8184
江戸通りおだ内科・皮フ
科

柳橋1-20-4
深代ﾋﾞﾙ3F

(3862)4188

えづれ耳鼻咽喉科クリ
ニック

浅草6-9-9 (3876)8733 永寿総合病院 柳橋分院 柳橋2-20-4 (3851)9375

加藤メディカルクリニッ
ク

浅草7-3-8 (5824)9090 浅草橋クリニック
浅草橋1-9-12
浅草橋駅前ﾋﾞﾙ8F

(3866)9669

Bene浅草 レディース健診
クリニック

花川戸1-4-1
浅草駅ﾋﾞﾙEKIMISE 7F

(6802)7864 吉岡整形外科クリニック
浅草橋1-10-6
R.core ASAKUSABASHI 1F (5822)5563

浅草駅前予防医療内科 花川戸1-10-14 (5246)3876
浅草橋こども発達
リハビリクリニック

浅草橋1-12-4
東履東峰会館3F

(3864)2600

浅草ハートクリニック 花川戸1-13-15 1F (6231)7581
あさくさ橋心臓と血管の
クリニック

浅草橋1-18-9
山上ﾋﾞﾙ2階

(6240)9286

柳澤総合内科医院・浅草 花川戸1-14-18 1F (3844)0668 堀内科クリニック
浅草橋1-24-3
杉木立ﾋﾞﾙ3Ｆ

(3861)8937

中村医院 雷門1-13-13 (5806)2677 小川こどもクリニック
浅草橋1-25-5
小川ﾊｲﾑ201

(3861)2429

東京トータルライフ
クリニック

雷門2-6-3
ﾕﾆｶ雷門ﾋﾞﾙ2F

(5806)9871 医の森クリニック浅草橋
浅草橋1-30-9
ﾋｭｰﾘｯｸ浅草橋江戸通4F (5809)3601

あさくさ雷門前クリニッ
ク

雷門2-11-8 (5827)2700
浅草橋駅前総合クリニッ
ク

浅草橋1-30-9
ﾋｭｰﾘｯｸ浅草橋江戸通5F (5809)3726

関戸クリニック 西浅草2-14-3 (3844)8666 浅草橋総合内科
浅草橋1-34-10
稲垣ﾋﾞﾙ1F

(5822)5230

渡辺医院 西浅草2-20-1 (3841)6502
おがさわらクリニック
内科循環器科

浅草橋1-35-6
小笠原ﾋﾞﾙ2F・3F

(3865)2737

岡添耳鼻咽喉科眼科医院 西浅草2-25-12 (3841)3454 育英クリニック 浅草橋2-26-13 (3851)7753

山田英明下町クリニック
西浅草3-16-6
岩岡ﾋﾞﾙ1F

(5806)3077 あさくさばし耳鼻咽喉科 浅草橋4-1-2-3F (3863)8733

柴田小児科医院 松が谷3-16-4 (3841)2291 木山なごみクリニック 浅草橋5-1-38-501 (5809)3852

成守会クリニック 松が谷3-18-5 (3847)8866 西クリニック 浅草橋5-5-10 (3851)5959

たいとう診療所 元浅草1-6-17 (5828)8051 曽谷村医院 鳥越1-7-1 (3851)2384

服部医院 元浅草3-4-7 (3842)1851 佐藤整形外科
三筋1-7-3
MDX浅草橋3F･4F

(3851)3085

四丁目クリニック
元浅草4-6-4
大塚ﾋﾞﾙ2F

(5827)5678 蔵前協立診療所 三筋2-13-3 (3865)0139

元浅草いけだクリニック 元浅草4-7-22 (3841)2121 ふじ内科
小島2-18-15
御徒町ｵｵﾂｶﾋﾞﾙ2F

(3864)1616

(令和４年１２月９日現在)

※接種の際は、事前に医療機関に確認の上、受診してください。予約開始日及び接種できる日時は医療機関に
よって異なります。また、ワクチンの在庫状況に予約または接種がすぐにできない場合があります。


