
 肺炎球菌  肺炎球菌  髄膜炎菌4価  髄膜炎菌2価
（小児用） （成人用） (A,C,Y,W-135) （A,C）

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

麻　疹 ムンプス 季　節　性 ヒトパピローマ ４種混合 ５種混合 ６種混合
（はしか） （おたふく風邪） インフルエンザ ウ イ ル ス ワクチン ワクチン ワクチン

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

（注）

番号 診療科

電　話 日本語 ○

携　帯 英　語 ○

ＦＡＸ スペイン語 ○

E-mail

電　話 日本語 ○

携　帯 英　語

ＦＡＸ スペイン語 ○

E-mail

電　話 日本語

携　帯 英　語 ○

ＦＡＸ スペイン語 ○

E-mail

電　話 日本語

携　帯 英　語

ＦＡＸ スペイン語 ○

E-mail

電　話 日本語

携　帯 英　語

ＦＡＸ スペイン語 ○

E-mail

電　話 日本語

携　帯 英　語 ○

ＦＡＸ スペイン語 ○

E-mail

55-1794-8278、55-5360-0906

9:00-18:00

要事前予約 contacto@vacunasyvisasenviajes.com

5 Vacunas y Visas en Viajes
トラベルク
リニック

月～金曜日
Av. Ejército Nacional 373, Piso
3, Interior 305, Col. Polanco,

Del. Miguel Hidalgo, C.P. 11520,
Ciudad de Mexico

477-719-7100
黄熱病・狂犬病ワクチ
ンは不可
緊急の場合のみ24時間
可

10:00-13:00

17:00-19:00

要事前予約
relacionespublicas@arandadelaparra.c
om

6 Hospital Aranda de la Parra
総合病院

(レオン市)

月～金曜日

Calle Hidalgo 329, Centro, C.P.
37000 León, Guanajuato

メキシコ

接種可能な場合「○」

接種可能な場合「○」

医 療 機 関 名 診 療 時 間 住　所 連 絡 先 言　語 備　考

Ａ型肝炎 Ｂ型肝炎 Ａ＋Ｂ肝炎

風　疹

破傷風

ＭＭＲ

ジフテリア

水　痘

百日咳

経口コレラ

ＤＰＴ

黄　熱

狂犬病

Ｈｉｂ

日本脳炎

55-3995-6687

要事前予約 drhori@hotmail.com

55-5250-7964、55-5250-7959

11:00－13:00
55-5455-8451(多富医師)/55-5101-9334（宗田

医師）/55-1451-3139（エンリケ医師）

16:00－18:00

y_t_2008@hotmail.co.jp(多富医師）
jiromuneta@yahoo.com（宗田医師）

q9shiraishi@gmail,com（エンリケ医師）

1

2

3

4

整形
消化器内科

内科

小児科

トラベルク
リニック

トラベルク
リニック

Aeropuerto International de la
Ciudad de Mexico. Terminal 2

（メキシコシティ国際空港
ターミナル2内）

14:00～

要事前予約

月～金曜日

土曜日　10:00-14:00

月～金曜日

Av. Ejército Nacional 613, Torre
Antonino Fernandez 1001,

Col. Granada, C.P. 11520, Ciudad
de Mexico

 Clinica de Atencion Preventiva
del Viajero

（UNAM大学病院の空港内診療所）

月～木曜日

要事前予約

要事前予約 contacto@clinicadeviajero.unam.mx

月～金曜日 55-5271-1931、55-5271-1473

10:00-14:00、17:00-20:00

55-4313-0190、55-4313-0174

9:00-17:00 55-6748-9375

土：10:00-14:00

ワクチン名

ワクチン名

在留邦人の利用多い。医師
のみ日本語可。

往診のみ行う。日本語可。
電話、WhatsApp、メールで
予約。在留邦人の利用多
い。

インターネットで事前予約
（http://clinicadelviajero.
com.mx/contacto/）。UNAM大
学病院内にもトラベルクリ
ニックあり。

不活化ポリオ

腸チフス ダニ脳炎

①Ａ＋Ｂ肝炎…Ａ型肝炎、Ｂ型肝炎の混合ワクチン　②ＤＰＴ…D：ジフテリア、P：百日咳、T：破傷風の混合ワクチン
③ＭＭＲ…M：麻疹（はしか）、M：ムンプス（おたふく風邪）、R：風疹の混合ワクチン　④Ｈｉｂ…インフルエンザ桿菌ｂ型
⑤４種混合ワクチン…DPT（ジフテリア、百日咳、破傷風）、不活化ポリオの混合ワクチン
⑥５種混合ワクチン…DPT（ジフテリア、百日咳、破傷風）、不活化ポリオ、Hibの混合ワクチン
⑦６種混合ワクチン…DPT（ジフテリア、百日咳、破傷風）、不活化ポリオ、Hib、B型肝炎の混合ワクチン

Centro de Vacunacion Familiar

Gelati 54, esquina con Rafael
Rebollar, Col. San Miguel

Chapultepec, Del Miguel Hidalgo,
C.P. 11850,

Ciudad de Mexico

Dr. Takashi Hori
（堀卓史医師）

ロタウイルス 経口ポリオ

ＢＣＧ

Nikkei Medical Group
（多富康志医師）
（宗田博義医師）

（エンリケ白石医師）


