
◎接種を受ける前に必ず医療機関に連絡してください

地区名 医療機関名 所在地 電話番号 地区名 医療機関名 所在地 電話番号

ﾅｶﾑﾗﾒﾃﾞｨｶﾙｸﾘﾆｯｸ 元寺町南ﾉ丁50 433-3305 下間ｸﾘﾆｯｸ 市小路402 455-1718

ﾏｲｸﾘﾆｯｸ 本町6-55 422-0102 谷口内科医院 大谷201-33 453-6766

阪井循環器内科医院 十番丁12十番丁ﾋﾞﾙ1階 422-0534 奥本医院 福島561 455-0709

中谷ｸﾘﾆｯｸ 杉ﾉ馬場2-91 428-2000 河西田村病院 島橋東ﾉ丁1-11 455-1015

中山ﾚﾃﾞｨ－ｽｸﾘﾆｯｸ 東蔵前丁4 402-3741 北島橋ｸﾘﾆｯｸ 北島558-1 457-2626

さとう内科ひろせクリニック 南片原2-12 436-6399 ゆうゆうｸﾘﾆｯｸ 福島269-8 457-1130

嶋倉ｸﾘﾆｯｸ 堀止西1-3-5 423-3800 淀澤医院 野崎18-1 457-2393

なないろこどもｸﾘﾆｯｸ 吹上2-4-46-2F 425-7716 かわばた産婦人科 土入25-1 453-0600

根来産婦人科医院 吹上4-1-28 425-3351 貴志内科 栄谷745 455-1120

浜病院 吹上2-4-7 436-2141 北山ｸﾘﾆｯｸ 次郎丸78-3 454-2700

吹上ｸﾘﾆｯｸ 吹上2-5-28 423-2700 増井内科 次郎丸69-1 453-7677

児玉病院 餌差町1-12 436-6557 みなかた内科 松江北5-5-9 480-5556

こばやし小児科 畑屋敷端ﾉ丁37 402-0322 黒田医院 古屋64 451-7458

得津医院 新大工町7 432-1092 こばやし内科ｸﾘﾆｯｸ 木ﾉ本552-1 453-3100

柏井小児科 吹屋町5-5 422-8538 たかたクリニック 木ノ本119-5 455-5550

うつのみやﾚﾃﾞｨｰｽｸﾘﾆｯｸ 美園町5-4-20 423-1987 はんだ内科ｸﾘﾆｯｸ 古屋57-2 460-7961

中西ｸﾘﾆｯｸ 美園町5-7-4 402-3336 ひまわりこどもｸﾘﾆｯｸ 木ﾉ本309-3 480-2515

さとう内科 太田667-6 475-0111 佐谷医院 加太1175-11 459-0563

しんどうなおこｸﾘﾆｯｸ 秋月275-1 472-0333 岡本医院 園部596-156 455-6468

月山ﾁｬｲﾙﾄﾞｹｱｸﾘﾆｯｸ 秋月482-1 476-2300 粉川ﾚﾃﾞｨｽｸﾘﾆｯｸ 六十谷366-4 461-0349

土井内科胃腸科 有家249-16 474-8885 塩﨑医院 六十谷363-3 461-8004

花山ﾏﾏｸﾘﾆｯｸ 秋月483 474-1001 津田小児科 六十谷374-1 462-1015

ひらいし小児科 太田2-13-25 474-0609 耳鼻咽喉科・小児科さんさんクリニック 直川569-1 464-3387

やまもとｸﾘﾆｯｸ 秋月570 474-1370 ｸﾘﾆｯｸもり 西田井216-1 464-3060

生馬医院 吉田436 422-1458 みずこしこどもｸﾘﾆｯｸ 弘西790-1 462-2121

瀧口ﾚﾃﾞｨ－ｽｸﾘﾆｯｸ 黒田109ｰ1 473-6220 森医院 弘西793 461-0005

西川内科ｸﾘﾆｯｸ 黒田1-2-4 471-0002 二澤医院 島26-81 461-0697

米満内科 黒田108-7 471-2555 米田医院 島234-6 461-7807

岩橋内科 北中島1-7-12 427-1030 坂部ｸﾘﾆｯｸ 谷18 461-1030

たいようこどもｸﾘﾆｯｸ 新中島125-1 476-5171

高山病院 小雑賀3-1-11 426-2151

ｻﾝｸﾘﾆｯｸ 中之島1716 402-7750

ねごろｸﾘﾆｯｸ 中之島2345 435-0411

いまえｸﾘﾆｯｸ 加納201-8 412-1126

森内科ｸﾘﾆｯｸ 有本226-12 402-3281

生協こども診療所 有本144-17 476-4455
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葵町ｸﾘﾆｯｸ 葵町2-33 432-7876 いわはし小児科 岩橋1048-2 499-6889

今福診療所 今福2-1-16 425-2775 上中ｸﾘﾆｯｸ 岩橋1583-1 475-5030

上出皮ﾌ科ｸﾘﾆｯｸ 西高松1-5-50 402-2200 佐々木産婦人科医院 井ﾉ口325 477-2238

村上内科 松ヶ丘1-8-13 446-3070 中居内科 和佐中231-1 477-6870

岡田内科消化器ｸﾘﾆｯｸ 秋葉町2-19 445-5770 あさかｸﾘﾆｯｸ 新庄466-1 477-5155

つの小児科 関戸1-4-10 448-3234 稲田ｸﾘﾆｯｸ 和田461 475-3131

和歌浦中央病院 塩屋6-2-70 444-1600 かさの医院 神前372-1 471-1197

みなかたｸﾘﾆｯｸ 和歌川町10-39 445-1147 吉村消化器ｸﾘﾆｯｸ 神前144-12 472-7788

和中内科･循環器科 和歌浦西1-7-1 444-0880 松尾ｸﾘﾆｯｸ 小瀬田109-2 479-5055

かわらの小児科 紀三井寺787-5 447-3112

しおたに循環器内科ｸﾘﾆｯｸ 三葛677-1 446-3333

田畑内科 毛見342ｰ12 444-3000

竹原外科内科医院 西浜1004-1 445-0011

宮本内科 紀三井寺1-53 414-1300
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