
インフルエンザ予防接種契約医療機関一覧表 （2022/12/14時点）

①　下記一覧より医療機関を選び、医療機関へ予約の可否や、対象年齢、ワクチンの在庫等を確認してください。

　　　医療機関によっては、受け入れ態勢が整っていない場合や、急遽受け入れを中止する場合がありますので、あらかじめご了承願います。

②　受診する際は、接種券の必要事項にご記入いただき、かならず接種者の保険証の提示をお願いいたします。

　　※ 接種前に検温していただき、37.5℃以上の熱がある場合は接種を中止してください。また、必ずマスクを着用の上、ご来院ください。

都道府県 医　　療　　機　　関 住　　所 TEL（予約方法） 備　　考

北海道 医療法人社団　はまだ内科医院 河西郡芽室町西３条３丁目１－１　 0155-62-0700 ６ヶ月以上より対応

北海道 医療法人社団　なかお内科 河西郡芽室町本通４丁目２５　 0155-62-2035 ６ヶ月以上より対応

北海道 医療法人社団　東綸会　さい内科クリニック 釧路市昭和中央３－２１－１１　 0154-53-5071 中学生以上より対応

北海道 医療法人社団　小泉呼吸器科・内科クリニック 札幌市中央区南１条西２７－１－４１　 011-632-8881 １３歳以上より対応

北海道 中島内科胃腸科クリニック 札幌市白石区菊水上町１－３－３６　 011-811-2726 １歳以上より対応

北海道 医療法人社団　清香会　おおしま内科胃腸科クリニック 札幌市白石区南郷通１８丁目北３－２８　 011-866-5511 ６ヶ月以上より対応　電話予約不要

北海道 一般社団法人　日本健康倶楽部　北海道支部 札幌市北区北７条西４丁目１番地２　ＫＤＸ札幌ビル９Ｆ 0120-489-155 高校生以下は対応不可

北海道 公益財団法人　北海道結核予防会　札幌複十字総合健診センター 札幌市北区北８条西３丁目２８　札幌エルプラザ５階 011-700-1331 ７歳以上より対応

北海道 医療法人社団　はざま小児科クリニック 室蘭市宮の森町４丁目１２－１８　メディカル宮の森１階 0143-41-0088

北海道 医療法人社団　下地内科クリニック 室蘭市港北町１－１１－４　 0143-55-7187 ３歳以上より対応

北海道 医療法人社団　いくた内科クリニック 室蘭市港北町３－２７－２　 0143-55-1900 １５歳以上より対応

北海道 医療法人社団　いな川こどもクリニック 室蘭市寿町１－５－１４　 0143-47-5489 ６ヶ月以上より対応

北海道 医療法人社団　白鳥台医院 室蘭市白鳥台５－３－１４　 0143-59-2551

北海道 医療法人　北海道家庭医療学センター　本輪西ファミリークリニック 室蘭市本輪西町３丁目３６－９　 0143-55-1212

北海道 医療法人社団　仁尚会　千歳駅北クリニック 千歳市末広４丁目８－１０－２　 0123-27-8000

北海道 さわい内科循環器科クリニック 帯広市西１０条南１７丁目１　 0155-21-0381 ６歳以上より対応

北海道 医療法人社団　たかはし内科・呼吸器内科クリニック 帯広市西３条南４丁目１４番地　三条メディカルセンタービル３Ｆ 0155-20-5656 １歳以上より対応

北海道 札内北クリニック 中川郡幕別町札内共栄町１９－５　 0155-20-7750 ３歳以上より対応

北海道 医療法人社団　くにもと内科循環器科 登別市富岸町２丁目２－２０　 0143-86-0092 小学生以上より対応　

北海道 一般財団法人　ハスカッププラザ　苫小牧市保健センター 苫小牧市旭町２－９－７　 0144-35-0080

北海道 医療法人社団　保生会　沖医院 苫小牧市旭町４－４－１５　 0144-32-8870 ３歳以上より対応　妊婦は対応不可

北海道 医療法人社団　浪岡内科消化器科クリニック 苫小牧市東開町４丁目２０－１８　 0144-51-2811 ６ヶ月以上より対応

北海道 医療法人　苫小牧消化器外科 苫小牧市北栄町３－５－１　 0144-51-6655

北海道 医療法人社団　守一会　北美原クリニック 函館市石川町３５０－１８　 0138-34-6677 中学生以上より対応　完全予約制

北海道 医療法人社団　よしき内科消化器クリニック 北広島市大曲幸町３丁目４－４　ＫＭＲビル２Ｆ 011-370-3355 １歳以上より対応

青森県 守屋内科 弘前市駅前３－２－１　　イトーヨーカドー弘前店６階 0172-31-2565 小学生以上より対応　完全予約制

青森県 青山胃腸科内科クリニック 弘前市川先２－３－７　 0172-27-2323

青森県 育成会内科小児科 十和田市西三番町１－２８　 0176-23-3821 ６ヶ月以上より対応

青森県 あおもりベイクリニック 青森市長島１－６－６　クロスタワーＡ－ＢＡＹ３Ｆ 0120-980-469 ６ヶ月以上より対応

青森県 斉藤内科県庁前クリニック 青森市長島２丁目３－４　 017-731-3110 ６ヶ月以上より対応

青森県 川口内科 青森市東大野１丁目８－４　 017-762-5252 ３歳以上より対応

青森県 医療法人　橋本耳鼻科クリニック 八戸市湊高台５－２０－１８　 0178-33-8711

岩手県 いとうファミリークリニック 奥州市江刺区大通り１１番１４号　 0197-35-0035

岩手県 いしかわ内科クリニック 北上市大堤南１－１－２５　 0197-67-2288 １歳以上より対応

宮城県 医療法人　平樹会　平澤内科医院 塩竈市石堂１－３３　 022-365-0222 １歳以上より対応

宮城県 新仙台湾鈴木診療所 宮城郡七ヶ浜町境山２丁目７－１４　 022-364-5833 電話予約不要

宮城県 宮林こどもクリニック 仙台市宮城野区岩切字今市東１８－２　 022-255-2555

宮城県 医療法人社団　希星会　星内科小児科医院 仙台市宮城野区幸町２－２０－１３　 022-256-1973 ６ヶ月以上より対応

宮城県 医療法人社団　明理会　IMS Me-Lifeクリニック仙台 仙台市宮城野区榴岡１丁目１−１　ＪＲイーストゲートビル ４階 022-792-5000 子供は対応不可　完全予約制

宮城県 医療法人　仁泉会　みやぎ健診プラザ 仙台市若林区卸町１－６－９　 022-231-3655 １６歳以上より対応

宮城県 はんざわ内科胃腸科 仙台市若林区南石切町１４－１０　 022-726-5381 小学５年生以上より対応

宮城県 医療法人社団　進興会　せんだい総合健診クリニック 仙台市青葉区一番町１－９－１　仙台トラストタワー４階 022-221-0066 子供は対応不可

宮城県 広瀬耳鼻咽喉科クリニック 仙台市青葉区広瀬町４－８－１０９　 022-222-1102 ２歳以上より対応

宮城県 松尾けんこうクリニック 仙台市青葉区高松２丁目１１－７４　 022-727-1033 ３歳以上より対応

宮城県 貝山中央病院 仙台市青葉区大町２丁目１２番８号　 022-222-5945 子供は対応不可

宮城県 医療法人 至誠会 ＬＣクリニック仙台 仙台市青葉区中央１－３－１　アエル１１Ｆ 022-267-1020 １５歳以上より対応

宮城県 高森クリニック 仙台市泉区高森４－６－６　 022-777-1888

宮城県 医療法人　佳友会　杜の泉内科循環器科 仙台市泉区寺岡５－１－２５　 022-378-9975

宮城県 仙台胃腸クリニック 仙台市泉区上谷刈２－４－３０　 022-218-3888 中学３年生以上より対応

宮城県 時計台クリニック 名取市杜せきのした２－６－７　 022-398-3353 要事前問合せ

秋田県 医療法人　藤越会　ふじた耳鼻咽喉科クリニック 大館市字観音堂４２４－１　 0186-49-3384 ６ヶ月以上より対応

秋田県 男鹿みなと市民病院 男鹿市船川港船川字海岸通り１号８－６　 0185-23-2221 ６ヶ月以上より対応

秋田県 医療法人　幸佑会　長谷川医院 男鹿市船川港船川新浜町２６－２　 0185-24-5151

秋田県 医療法人　與治兵衛　男鹿加藤診療所 男鹿市脇本脇本下谷地３９－１　 0185-22-2001 ４歳以上より対応

福島県 医療法人　花田内科クリニック いわき市錦町綾ノ内１１９　 0246-62-5000 ６ヶ月以上より対応

福島県 中央台遠藤内科クリニック いわき市中央台高久２－２２－１　 0246-46-2566 小学生以上より対応

福島県 医療法人　昭栄会　佐藤クリニック いわき市平字小太郎町３－７　 0246-25-2725 １歳以上より対応　６５歳以上：要事前問合せ

福島県 医療法人　長谷川内科消化器科医院 会津若松市行仁町３－３１　 0242-22-7180 ３歳以上より対応

福島県 天田内科クリニック 郡山市山根町１２－２７　 024‐932-3555

福島県 医療法人　援腎会　すずきクリニック 郡山市富久山町久保田伊賀河原１２　 024-925-0860 中学生以上より対応（接種未経験の方は対応不可）

福島県 医療法人　しのぶ会　きたむら整形外科 西白河郡矢吹町八幡町２６１－１　 0248-42-5533

福島県 クリニック２１ 福島市栄町６－６　ユニックスビル２Ｆ 024-521-5581 １０歳以上より対応

茨城県 医療法人　高木医院 かすみがうら市稲吉東１－１５－１　 029-832-2020 １歳以上より対応

茨城県 医療法人　倉田内科クリニック つくば市栗原３４４３　 029-857-8181 ６ヶ月以上より対応

茨城県 医療法人社団　健麗会　宮川内科・胃腸科医院 つくば市二の宮２－２－２６　 029-855-8777 ６ヶ月以上より対応
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都道府県 医　　療　　機　　関 住　　所 TEL（予約方法） 備　　考

茨城県 医療法人　坂入医院 下妻市高道祖５６８３－１　 0296-43-6391 ６ヶ月以上より対応

茨城県 野口医院 神栖市知手９８－４１　 0299-96-7373 １歳以上より対応

茨城県 一般社団法人　日本健康倶楽部　茨城支部　東部地区健康管理クリニック 神栖市東和田７９１１　 0299-96-3894 子供は対応不可

茨城県 医療法人　永木外科胃腸科医院 神栖市矢田部２９５９－１　 0479-48-0211

茨城県 医療法人社団　桜悠会　いそはらクリニック 北茨城市磯原町磯原４－１１２－２　 0293-30-1580

栃木県 医療法人　富士見会　ミヤ健康クリニック 宇都宮市ゆいの杜３丁目２－２３　 028-667-8181

栃木県 医療法人　斎藤内科医院 宇都宮市下岡本町４５５６－５　 028-673-6746

栃木県 かんけクリニック 宇都宮市宿郷２丁目８－５　 028-633-6201 高校生以上より対応

栃木県 宇都宮東部クリニック 宇都宮市清原台５丁目１４－１９　 028-667-5000 ６ヶ月以上より対応

栃木県 社会医療法人　中山会　宇都宮記念病院 宇都宮市大通り１－３－１６　 028-622-1991

栃木県 五味淵医院 宇都宮市大道り３－１－１５　 028-633-3721

栃木県 ひだまりの森クリニック 宇都宮市東峰町３４４１－１１　 028-615-7231 ３歳以上より対応

栃木県 医療法人　北斗会　宇都宮東病院　健診センター 宇都宮市平出町３６８－８　 028-683-5771 高校生以上より対応

栃木県 医療法人社団　健暉会 宇都宮市宝木本町２２９３－１３　 028-666-3800

栃木県 医療法人　志楽会　星内科医院 小山市喜沢３９９－４　 0285-22-3283

栃木県 医療法人　桃源会　矢尾板クリニック 小山市神鳥谷１７９９－１　　 0285-28-7755 １０歳以上より対応

栃木県 岡田・小松崎クリニック 真岡市大谷本町７－１７　 0285-84-1941

群馬県 医療法人　和泉会　乾内科クリニック 高崎市下小塙町１５７６－１　 027-343-3368

群馬県 川島内科クリニック 渋川市渋川１７７０　 0279-23-2001

群馬県 中野医院 渋川市渋川８９３－３３　 0279-22-1219

群馬県 医療法人社団　三矢会　前橋広瀬川クリニック 前橋市千代田町２－１０－９　 027-231-4101 中学生以上より対応　妊婦：医師の許可証明必須

群馬県 医療法人社団　三矢会　上毛大橋クリニック 前橋市川原町１－４９－６　 027-237-2800 中学生以上より対応

群馬県 高沢胃腸科外科 太田市新井町５６７－１　 0276-45-1133 ６ヶ月以上より対応

埼玉県 石川内科医院 さいたま市浦和区岸町４－２４－１２　 048-822-4080 １歳以上より対応

埼玉県 権田医院 さいたま市浦和区北浦和２－１１－２３　 048-831-5427 ６ヶ月以上より対応

埼玉県 医療法人社団　ナイズ　キャップスクリニックまるひろ南浦和店 さいたま市南区南本町一丁目７－４　５Ｆ 048-799-3155

埼玉県 医療法人　心　むらのひがしクリニック さいたま市北区大成町４－３１８－３　 048-788-1781

埼玉県 医療法人社団　ナイズ　キャップスクリニック越谷レイクタウン 越谷市レイクタウン３丁目１－１　イオンレイクタウンｍｏｒｉ　１階 048-940-6813

埼玉県 医療法人社団　松尾医院 越谷市恩間２８３　 048-977-5963
６ヶ月以上より対応　電話予約不要　事前にＨ
Ｐ要確認　中学生以下は母子手帳要持参

埼玉県 医療法人　加藤こどもクリニック 加須市大門町６－３４　 0480-61-0304 ６ヶ月以上より対応

埼玉県 医療法人社団　土屋医院 吉川市加藤６６４－１　 048-982-2156 ６ヶ月以上より対応

埼玉県 医療法人　クレモナ会　ティーエムクリニック 熊谷市三ケ尻４８　 048-533-8837 ３歳以上より対応

埼玉県 医療法人　清水内科 熊谷市上之１５６２－１　 048-526-1530 １歳以上より対応

埼玉県 公園の街クリニック 戸田市本町５－１３－１９－１０１　 048-447-6571 ６ヶ月以上より対応

埼玉県 医療法人　入江こどもクリニック 幸手市大字幸手１５１－１　 0480-44-1155 ６ヶ月以上より対応

埼玉県 医療法人社団　彩優会　秋谷病院 幸手市中４－１４－４１　 0480-42-2125 １５歳以上より対応

埼玉県 町野皮ふ科 坂戸市にっさい花みず木３－１５－１３　 049-298-6845

埼玉県 医療法人　桜丘会　脳神経外科　ブレインピア坂戸西 坂戸市大字新堀２７９番地１　 049-288-7007 高校生以上より対応

埼玉県 医療法人　薫風会　坂戸内科医院 坂戸市薬師町15-6　 049-284-6001

埼玉県 医療法人社団　ナイズ　キャップスクリニック志木 志木市本町５－２６－１　マルイファミリー志木７階 03-4570-0189 ６ヶ月以上より対応

埼玉県 医療法人社団　春明会　みくに中央クリニック 春日部市中央１－５６－１８　 048-737-5400 中学生以上より対応

埼玉県 医療法人　光和会　荻野医院 所沢市狭山ヶ丘１－２９９３－５　 04-2948-1181 １歳以上より対応　小学生までは完全予約制

埼玉県 医療法人　元気会　わかさクリニック 所沢市若狭４－２４６８－３１　 04-2949-2426

埼玉県 きたはたファミリークリニック 所沢市小手指南４－１３－６　 04-2947-0011

埼玉県 医療法人社団　順信会　上尾メディカルクリニック 上尾市原市３１３３　 048-720-2730 １３歳以上より対応

埼玉県 医療法人　鯵坂医院 上尾市平方２６８５　 048-725-2029 １歳以上より対応

埼玉県 医療法人　慈秀会　上尾アーバンクリニック 上尾市緑丘３－５－２８　シンワ緑丘ビル１Ｆ 048-778-1929 高校生以上より対応

埼玉県 医療法人社団　喜恵会　志木南口クリニック 新座市東北２－３０－１５　２Ｆ 048-485-6788

埼玉県 ひまわり診療所 新座市馬場１－２－３３　１階　 048-485-9788

埼玉県 医療法人　河靖会　河野医院 川越市寺尾８８　 049-243-9464 ６ヶ月以上より対応

埼玉県 川越江原耳鼻咽喉科 川越市天沼新田２７６－１　 049-233-7743

埼玉県 医療法人社団　ナイズ　キャップスクリニック川口 川口市安行領根岸３１８０番地　イオンモール川口３階 048-229-8156 ６ヶ月以上より対応

埼玉県 氷室医院 川口市榛松２－６－８　 048-284-0212 中学生以上より対応

埼玉県 水野クリニック 草加市栄町３－６－６　 048-930-1700

埼玉県 レン・ファミリークリニック 草加市新善町３７３　 048-944-2200

埼玉県 医療法人　山崎クリニック 草加市中央２－４－１１　 048-924-1375 ６ヶ月以上より対応

埼玉県 朝霞駅東口たんば内科クリニック 朝露市仲町２－２－３８　アウステル１Ｆ 048-450-2211

埼玉県 りゅう内科・整形外科医院 白岡市白岡１５０１　イリーデ・カーサ１階 0480-93-2188

埼玉県 医療法人　藤井クリニック 八潮市八潮２－２－８　 048-998-7522 ６ヶ月以上より対応

埼玉県 内科・胃腸科佐野医院 飯能市八幡町６－１　 042-971-1811 １歳以上より対応

埼玉県 井上小児科皮フ科 北葛飾郡杉戸町高野台西２－６－３　 0480-33-8690

埼玉県 医療法人　石州会　あけぼの内科リウマチ科クリニック 北葛飾郡杉戸町清地４－１０－２４　 0480-37-2525 子供は対応不可

埼玉県 医療法人社団　喜恵会　和光駅前クリニック 和光市新倉１－２－６５　 048-460-3466 ６ヶ月以上より対応

埼玉県 医療法人　慶和会　和光耳鼻咽喉科医院 和光市本町２－６－３０８　 048-467-0889

千葉県 千葉ニュータウンサザンクリニック 印西市中央南１丁目７－４　 0476-85-4744 １６歳以上より対応

千葉県 医療法人社団　千葉医心会　千葉ニュータウンクリニック 印西市内野１丁目５－１　 0476-46-4744 中学生以上より対応

千葉県 医療法人社団　禎心会　浦安サンクリニック 浦安市北栄１－１６－１７　原勝書店ビル４階・５階 047-380-5677 １歳以上より対応　接種は月～木

千葉県 医療法人社団　優朗会　根戸クリニック 我孫子市根戸１７４７－６　上大（ウエオ） 04-7190-5705 １歳以上より対応　新規患者は１１月より対応可

千葉県 新鎌ヶ谷北口クリニック 鎌ケ谷市新鎌ケ谷１－１４－３６　 047-401-3376 ３歳以上より対応

千葉県 天本クリニック 佐倉市ユーカリが丘６－４－７　アールビル２階 043-461-8823 要事前問合せ

千葉県 医療法人社団　敬和会　木村内科 四街道市鹿渡７２８－１７　 043-433-1223 １３歳以上より対応

千葉県 西岡クリニック 市原市ちはら台東１－２－１３　 0436-50-5855

千葉県 医療法人社団　高原会　原村医院 市原市玉前７６　 0436-21-1259 １０歳以上より対応
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千葉県 医療法人社団　整友会　山﨑整形外科 市原市五井中央西１－３６－３　 0436-26-0622 ３歳以上より対応

千葉県 医療法人社団　総星会　五井クリニック 市原市五井中央南１－１６－１０　 0436-20-8211 小学生以上より対応

千葉県 こしかわハートクリニック 市原市姉崎東２－１１－６　 0436-62-5488 新規患者は対応不可

千葉県 医療法人社団　松和会　望星姉崎クリニック 市原市姉崎東三丁目６－２　 0436-61-3511 中学生以上より対応

千葉県 医療法人社団　裕人会　辰巳台クリニック 市原市辰巳台東３－１５－２　 0436-76-8800

千葉県 有秋台医院 市原市有秋台西１－７　 0436-66-3838 ６ヶ月以上より対応

千葉県 近藤小児科 市川市行徳駅前３－１６－２６　 047-395-7206

千葉県 越田医院内科・外科・ペインクリニック 市川市高石神３５－８　 047-334-2551 ６ヶ月以上より対応

千葉県 医療法人社団　柳澤会　柳澤医院 松戸市古ケ崎８０３　 047-364-1300 ６ヶ月以上より対応

千葉県 医療法人社団　成風会　タカハシクリニック 松戸市幸田２－７２　 047-394-2211

千葉県 医療法人社団　ヨーゼフ会　高塚団地診療所 松戸市高塚新田２４７－１５　 047-392-6751 ６ヶ月以上より対応

千葉県 稔台整形外科クリニック 松戸市稔台１－１２－１１　林ビル１０５ 047-366-1585 小学４年生以上より対応

千葉県 医療法人社団　ガラテア　ぴあーすクリニック 千葉市稲毛区小仲台７‐２０‐５　 043-290-6767 １歳以上より対応

千葉県 医療法人社団　なのはな会　幕張本郷クリニック 千葉市花見川区幕張本郷３－２２－２　 来院予約

中学生以上より対応　完全予約制　（診察券要
持参）　接種は月・火・木・金：１４時３０分～１４
時５０分　第１・３・５土：１１時４０分～１１時５０
分　１２時～１２時２０分

千葉県 医療法人社団　煌和会　國分クリニック 千葉市中央区宮崎町２３５－８　 043-266-2550

千葉県 医療法人社団　武光会　つばきこどもクリニック 千葉市中央区都町２－１６－６　 043-214-1138 ６ヶ月以上より対応

千葉県 医療法人社団　春鈴会　寺田クリニック 千葉市中央区富士見２－３－１　塚本大千葉ビル　６Ｆ 043-225-7300 中学生以上より対応

千葉県 医療法人社団　裕仁会　かまとり医院 千葉市緑区おゆみ野３－８－２　 043-292-1151

千葉県 医療法人社団　みどりクリニック 千葉市緑区おゆみ野中央１－１８－３　 043-293-5503 １歳以上より対応

千葉県 医療法人社団　寄命会　椎名崎クリニック 千葉市緑区おゆみ野南２－１１－１　 043-293-1548 小学生以上より対応

千葉県 若新医院 千葉市緑区鎌取町１３１－３４　 043-261-8851 中学生以上より対応　接種期間～１１月末まで

千葉県 医療法人社団　かがやき会　やぐち内科クリニック 船橋市宮本２－１－１８　 047-460-5107 ６ヶ月以上より対応

千葉県 はせがわ内科外科クリニック 船橋市習志野台１－３８－１１　北習志野メディカルプラザ３階 来院予約 接種未経験の２歳以下は対応不可　

千葉県 医療法人　弘仁会　板倉病院 船橋市本町２－１０－１　 047-431-2662 子供は対応不可

千葉県 医療法人社団　石井会　石井内科小児科医院 袖ヶ浦市蔵波台４－１３－８　 0438-62-7360 ６ヶ月以上より対応　

千葉県 社会医療法人社団　さつき会　袖ヶ浦さつき台病院　健診センター 袖ヶ浦市長浦駅前５－２１　 0438-60-1141 高校生以上より対応

千葉県 医療法人社団　福徳会　福王台外科内科 袖ヶ浦市福王台１－１０－９　 0438-62-3881

千葉県 内科小児科　菱沼医院 袖ヶ浦市福王台３－１－１　 0438-62-1822

千葉県 児玉メディカルクリニック 銚子市豊里台１－１０４４－２１　 0479-21-7666 ６ヶ月以上より対応

千葉県 医療法人社団　恵和会　間宮医院 南房総市和田町仁我浦１２３　 0470-47-2039

千葉県 医療法人社団　ナイズ　キャップスクリニック柏の葉 柏市若柴178-4　パークシティ柏の葉キャンパス　ザ・ゲートタワー　ウエスト１F 03-4579-3719

千葉県 医療法人社団　中郷会　新柏クリニック 柏市新柏１－７　 04-7164-8600 １６歳以上より対応　予約不要

千葉県 医療法人社団　誠和会　長谷川病院 八街市八街に８５　 043-444-0137 ３歳以上より対応

千葉県 医療法人社団　ナイズ　キャップスクリニック八千代緑が丘 八千代市緑が丘２丁目１番３　イオンモール八千代緑が丘３階 047-407-3307

千葉県 渡辺医院 茂原市長尾２５９２　 0475-27-7733 ６ヶ月以上より対応

千葉県 社会医療法人社団　さつき会　かずさアカデミアクリニック 木更津市かずさ鎌足２－３－９　健康スポーツ棟２Ｆ 0438-52-0211 子供は対応不可

千葉県 医療法人社団　吉祥会　加藤病院 木更津市高柳２－１２－３１　 0438-41-2276 ６ヶ月以上より対応

千葉県 真舟外科内科クリニック 木更津市真舟２－４－１６　 0438-36-1101 ６ヶ月以上より対応　新規患者は対応不可

千葉県 医療法人社団　ナイズ　キャップスクリニック流山おおたかの森 流山市おおたかの森西１－１５－３　コトエ流山おおたかの森３Ｆ 04-7179-5732

千葉県 南流山整形外科 流山市南流山２－１８－４ 　プロモシオン南流山１Ｆ ＷＥＢ予約 １５歳以上より対応

東京都 医療法人社団　ナイズ　キャップスクリニック亀有 葛飾区亀有３－２６－１　リリオ館６階 03-4579-2996

東京都 医療法人社団　ナイズ　キャップスクリニック西葛西 江戸川区西葛西６－１２－１　関寅ビル第２ 03-4579-9217

東京都 医療法人財団　京映会　京橋クリニック 江戸川区南篠崎町２－４０－３　 03-3678-5791 １８歳以上より対応

東京都 医療法人社団　ナイズ　キャップスクリニック北葛西 江戸川区北葛西５－１５－２　 03-4579-0040

東京都 こどもみらい大島クリニック 江東区大島６－１－４　１０２ 03-5627-7676

東京都 赤羽根医院 江東区東砂２－１１－２７　 03-3648-3622

東京都 医療法人社団　祥宏会　鈴木医院 江東区南砂１－９－９　 03-3644-0749

東京都 医療法人社団　共咲会　サワイメディカルクリニック 江東区北砂６－２７－１７　 03-3615-0606 １５歳以上より対応

東京都 医療法人社団　彩珠会　虎ノ門とうまクリニック 港区虎ノ門１－１－１６　虎ノ門中央ビル４F 03-3502-4080 子供は対応不可

東京都 医療法人社団　東京桜十字　城山ガーデン桜十字クリニック 港区虎ノ門４－３－１　城山トラストタワー３階 ＷＥＢ予約 １５歳以上より対応

東京都 品川シーズンテラス港南口クリニック 港区港南１－２－７０　品川シーズンテラスアネックス３階 03-6433-2530 中学生以上より対応　電話予約不要

東京都 芝浦スリーワンクリニック 港区芝浦１－３－１０　チサンホテル浜松町１階 03-6779-8181 １６歳以上より対応

東京都 医療法人社団　ケイセイ会　パークサイドクリニック 港区芝公園２－６－８　日本女子会館ビル２Ｆ 03-3434-7800 子供は対応不可

東京都 医療法人社団　藤美会　藤美クリニック 港区西新橋１－２４－１６　平和ビル６Ｆ 03-3501-3705 １３歳以上より対応

東京都 公益財団法人　日産厚生会診療所 港区西新橋１－２－９　 03-3504-1643

東京都 西新橋みむろクリニック 港区西新橋１－５－９　ＴＳビル４Ｆ 03-5251-8256 ６歳以上より対応　完全予約制

東京都 医療法人社団　赤坂記念小澁会　メディカルスクエア赤坂 港区赤坂２－１７－１７　 03-3585-0365 子供は対応不可

東京都 医療法人社団　大星会　大星クリニック 港区赤坂２－９－１１　オリックス赤坂２丁目ビルＢ１ 03-6426-5933

東京都 医療法人社団　東京桜十字　赤坂桜十字クリニック 港区赤坂３－２１－１３　キーストーン赤坂ビル２階 ＷＥＢ予約 １５歳以上より対応

東京都 医療法人社団六医会　汐留シティセンターセントラルクリニック 港区東新橋１－５－２　汐留シティセンター３Ｆ 03-5568-8700 子供は対応不可

東京都 中山医院 港区南青山３－１４－１９　 03-6434-5122 ６歳以上より対応

東京都 医療法人社団　東京桜十字　泉ガーデン桜十字クリニック 港区六本木１－６－３　泉ガーデンウイングＢ１Ｆ 予約不要 １５歳以上より対応

東京都 医療法人　久悠眞会　山本医院 荒川区町屋４－８－４　 03-3895-5365 ６ヶ月以上より対応

東京都 医療法人社団　美誠会　荒川病院 荒川区町屋８－２０－３　 03-5901-1171 １６歳以上より対応

東京都 小山内科医院 荒川区東日暮里１－５－１０　３Ａ 03-5850-2030 １歳以上より対応

東京都 髙井医院 荒川区東日暮里４－２６－７　 03-3807-8131 ６ヶ月以上より対応

東京都 医療法人社団　久木留医院 荒川区南千住６－５３－８　 03-3891-4639 ６歳以上より対応

東京都 医療法人社団　栄会　にしおクリニック 国分寺市西恋ケ窪４－３０－３　２Ｆ 042-320-5580 ６ヶ月以上より対応

東京都 医療法人社団　緑杉会　本町クリニック 国分寺市本町２－７－１０　エッセンビル２階 042-324-6643 高校生以上より対応

東京都 多摩メディカルクリニック 国分寺市本町３－１１－１４　２Ｆ 042-301-3001 １３歳以上より対応

東京都 片山クリニック　産科＆婦人科 国立市中１－１７－２６　振興第二ビル４階 042-573-3211 中学生以上より対応　完全予約制
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東京都 三鷹駅前たなか糖尿病・内科クリニック 三鷹市下連雀３－３６－１　トリコナ３階 0422-26-7776 １５歳以上より対応

東京都 医療法人社団　健櫻会　篠原医院 三鷹市上連雀２－９－５　 0422-45-1859 子供は対応不可

東京都 医療法人社団　ＭＹメディカル　ＭＹメディカルクリニック渋谷 渋谷区宇田川町２０－１７　ＮＭＦ渋谷公園通りビル５Ｆ 03-4579-9011

東京都 医療法人社団　東京桜十字　桜十字ウイメンズクリニック渋谷（女性限定） 渋谷区宇田川町３－７　ヒューリック渋谷公園通りビル4階 ＷＥＢ予約 １５歳以上より対応

東京都 医療法人社団　ナイズ　キャップスクリニック代官山Ｔ－ＳＩＴＥ 渋谷区猿楽町１７－５　　代官山蔦屋書店１号館３階 03-4579-2959 １歳以上より対応

東京都 医療法人社団　東京桜十字　恵比寿ガーデンプレイス桜十字クリニック 渋谷区恵比寿４－２０－３　恵比寿ガーデンプレイスタワー３Ｆ 予約不要 １５歳以上より対応

東京都 医療法人　創青会　あおい内科 渋谷区西原３－８－５　アコルデ代々木上原Ｂ１　Ａ００２ 03-5738-2380

東京都 医療法人社団　バリューメディカル　バリューＨＲビルクリニック 渋谷区千駄ヶ谷５－２５－５　バリューＨＲ代々木ビル 0570-075-710 １８歳以上より対応

東京都 医療法人社団　ひさわ会　久野マインズタワークリニック 渋谷区代々木２－１－１　新宿マインズタワー２階 03-3370-5916 １６歳以上より対応

東京都 医療法人社団　東京桜十字　恵比寿桜十字クリニック 渋谷区東３－９－１９　VORT恵比寿maxim B1F 予約不要 １５歳以上より対応

東京都 医療法人社団　うちやまクリニック 小金井市東町４－４３－１５　ＭＫジェムズマンション１Ｆ 042-382-1715 中学生以上より対応

東京都 医療法人社団　佳翔会　武蔵小金井さくら眼科 小金井市本町１－１８－３　ユニーブル武蔵小金井スイートＢ１０１ 042-383-0077

東京都 医療法人社団　東京桜十字　新宿桜十字クリニック 新宿区西新宿７－１０－１　Ｏ‐ＧＵＡＲＤ　ＳＨＩＮＪＹＵＫＵ　５Ｆ ＷＥＢ予約 １５歳以上より対応

東京都 医療法人社団　広恵会　春山記念病院 新宿区百人町１－２４－５　 03-3363-1661 １６歳以上より対応

東京都 山形内科消化器科 杉並区荻窪５－１９－１５　 03-3398-0160 １５歳（高校生）以上より対応　完全予約制

東京都 医療法人社団　名朋会　新高円寺駅前クリニック 杉並区高円寺南２－１６－１３ 　エル二ド１Ｆ 03-5378-5830

東京都 医療法人社団　はなぶさ会　しんえい糖健診クリニック 杉並区高円寺南４－６－７　アンフィニビル３階 03-6383-1873 高校生以上より対応

東京都 医療法人社団　窪田クリニック 杉並区高円寺北３－２５－２０ 　ＳＫビル１Ｆ 03-6265-5791 子供は対応不可

東京都 田代内科クリニック 世田谷区砧３－４－１　大蔵ビル５Ｆ 03-3749-3001 小学生以上より対応

東京都 田宮小児科アレルギー科医院 世田谷区経堂５丁目２１－３　 03-3427-7974

東京都 医療法人　中島医院　さくら小児科・内科クリニック 世田谷区桜１－６７－８　Ａ・Ｋビル１Ｆ 03-6413-2211

東京都 医療法人社団　土筆会　桜丘クリニック 世田谷区桜丘５－１７－４　直井ビル１Ｆ 03-5426-2292 小学生以上より対応

東京都 医療法人社団　武光会　成城ささもと小児科・アレルギー科 世田谷区成城６－５－２７　堀ビル２階 03-3789-1153 ６ヶ月以上より対応

東京都 医療法人社団　武光会　尾山台かばやま小児科・アレルギー科 世田谷区等々力４－１－１５－２階　 03-5758-1146 ６ヶ月以上より対応

東京都 医療法人社団　斉藤小児科内科クリニック 西東京市下保谷４－２－２１　 042-421-7201 ６ヶ月以上より対応

東京都 医療法人社団ビーンズ　九段下駅前まめクリニック 千代田区九段北１丁目３－２　大橋ビル３階 03-6256-9273 ５歳以上より対応

東京都 医療法人社団　茂恵会　半蔵門病院 千代田区麹町１－１０　 03-3239-3355 高校生以上より対応

東京都 医療法人社団　ＭＹメディカル　ＭＹメディカルクリニック大手町 千代田区大手町２－３－１　大手町プレイス地下２階 03-4565-0200

東京都 有楽町ビル内科・外科・麻酔科 千代田区有楽町１－１０－１　有楽町ビル４Ｆ４１６号 03-3213-2346　

東京都 医療法人社団　育楽会　あやせ駅前整形外科・内科 足立区綾瀬１－３２－１３　ハイネスアヤセ１階Ａ・Ｂ 03-3601-4171 小学生以上より対応　未成年者は保護者同伴

東京都 医療法人社団　ナイズ　キャップスクリニック西新井 足立区西新井栄町二丁目４番１０号　２階 03-5888-4216

東京都 おおしま内科クリニック 足立区東和５－８－１１－１Ｆ　 03-5697-0051

東京都 長崎診療所 足立区本木２－７－５　 03-3880-6138

東京都 医療法人社団　貝取内田医院 多摩市貝取１－５２－１　ノーブル貝取　１Ｆ 042-389-3646

東京都 医療法人社団　ユスタヴィア　多摩センタークリニックみらい 多摩市落合１丁目３８　マグレブパーキングビル１階 042-316-8570 高校生以上より対応

東京都 三倉クリニック 台東区上野１－１６－１６　第２三倉ビル 03-5807-8171 子供は対応不可

東京都 医療法人社団　東京桜十字　上野御徒町桜十字クリニック 台東区上野３－２１－５　ＢＩＮＯ御徒町５Ｆ ＷＥＢ予約 １５歳以上より対応

東京都 医療法人社団　翔医会　東京国際空港診療所 大田区羽田空港3-3-2　西旅客ターミナル １階 03-5757-1122

東京都 田辺クリニック 大田区蒲田４－１５－８　シュロスバッカス５階 03-5744-3630

東京都 医療法人　與心会　せき山王クリニック 大田区山王１－４－６　パーク山王　２Ｆ　（ローソン２Ｆ） 03-6303-8161 １歳以上より対応

東京都 植村小児科内科 大田区大森北１－３２－８　黒沼ビル１Ｆ 03-3765-0305 ６ヶ月以上より対応　接種期間～１２／１５

東京都 医療法人社団　明芳会　IMS Me-Lifeクリニック東京 中央区京橋１丁目１番地５号　セントラルビル７Ｆ 03-3548-2451

東京都 医療法人社団　健杏会　杉野内科クリニック 中央区勝どき２－９－１２　ＨＢビル勝どき３Ｆ 03-5547-0961 １歳以上より対応

東京都 晴海トリトン夢未来クリニック 中央区晴海１丁目８－１６　トリトン　スクエア　３Ｆ 03-3536-1361 ６ヶ月以上より対応

東京都 慶友銀座クリニック 中央区築地１－１３－１１　高橋ビル２階 03-3542-3387

東京都 医療法人社団　頌栄会　日本橋上田診療所 中央区日本橋２－１－１０　柳屋ビルＢ１ ＷＥＢ予約 高校生以上より対応　未成年は保護者同伴

東京都 医療法人社団　中央みなと会　中央みなとクリニック 中央区明石町８－１　聖路加ガーデン２Ｆ 03-5565-9955 子供は対応不可

東京都 医療法人社団　MediLoco　たかねファミリークリニック 中野区丸山２－１７－１３　 03-5356-8120 ６ヶ月以上から対応

東京都 たかとり内科 中野区大和町１－３０－６　 03-6265-5835 ６歳（小学生）以上より対応

東京都 井上内科診療所 中野区中野５－５２－１５　中野ブロードウェイ４階７号 03-3387-6948 小学生以上より対応

東京都 中谷内科クリニック 中野区東中野４－７－８　ロアール東中野１Ｆ 03-3366-1481 ５歳以上より対応

東京都 医療法人社団　二人会　クリニカル南台 中野区南台２－４５－１０　 03-3381-8681

東京都 南台寺尾クリニック　内科・小児科 中野区南台３－３７－２７　シルクれじでんす１階 ＷＥＢ予約 ６ヶ月以上より対応

東京都 医療法人社団　多摩医療会　原町田診療所 町田市原町田４－１７－１１　 042-710-1100 子供は対応不可

東京都 医療法人社団　翔和仁誠会　メディカルグループ　国領駅前耳鼻科 調布市国領町３丁目１０－２４　レジェンド国領１Ｆ 042-440-1187

東京都 医療法人社団　健楓会　せたがや仙川クリニック 調布市仙川町２丁目２１－１３　仙川ビルＢ館３階（１階ローソン） 03-3305-3400 中学生以上より対応

東京都 医療法人社団　季邦会　街のクリニック　日野・八王子 日野市旭が丘６丁目１１－１　 042-843-3837

東京都 医療法人社団　仁應　栄町クリニック 日野市栄町１－３１－９　ヴェルジュ１４０　１Ｆ 042-583-7392 １０歳以上より対応

東京都 むらやま外科クリニック 八王子市北野町５４５－３　きたのタウンビル６Ｆ 042-648-3677

東京都 公益財団法人　愛世会愛誠病院　健康管理センター 板橋区加賀１－３－１　 03-3961-5388 子供は対応不可

東京都 右田医院 板橋区小茂根１－２５－１０　 03-3956-1577 ３歳以上より対応

東京都 医療法人社団　ナイズ　キャップスクリニック板橋 板橋区徳丸２－６－１　イオン板橋ショッピングセンター４階 03-6906-6397 ６ヶ月以上より対応

東京都 医療法人社団　ナイズ　キャップスクリニック武蔵小山 品川区小山３丁目１４番１号　シティタワー武蔵小山２階 03-6426-2165 １歳以上より対応

東京都 医療法人社団　光正会　わたなべクリニック 品川区西五反田４－３－１　かむろ坂サンハイツ１階Ａ 03-5759-6789 ３歳以上より対応

東京都 医療法人社団　ナイズ　キャップスクリニック東品川 品川区東品川４丁目５番２２号　オアーゼ品川レジデンス　１階 03-4579-9249 １歳以上より対応

東京都 上田診療所 ・品川 品川区北品川１－１１－１　寿ビル１Ｆ 03-5495-7800 ６歳以上より対応

東京都 医療法人社団いちょう会　津久井内科おなかクリニック 府中市府中町２－９－１６　ウェルーチアビル２Ｆ 042-306-5828 小学生以上より対応

東京都 スイング・ビル野崎クリニック 武蔵野市境２丁目１４－１　スイング８Ｆ 0422-36-3534 中学生以上より対応

東京都 医療法人社団　健永いずみ会　岩瀬クリニック 文京区小日向４－６－１５　茗荷谷駅ＭＦビル４Ｆ 03-5940-7151 中学生以上より対応

東京都 心陽クリニック 文京区本郷２－２９－３　ＵＫ’Ｓビル３階 03-6801-6160

東京都 医療法人社団　絆　アーバンハイツクリニック 豊島区巣鴨１－１６－２　アーバンハイツ巣鴨Ｂ棟 03-3946-6721 １０歳以上より対応

東京都 目白おかの内科 豊島区目白３－１６－１５－１Ｆ　 03-5988-3363

東京都 おおたけ整形外科・内科 北区王子１丁目８－１　王子パークビル６Ｆ 03-3914-1177 中学生以上より対応
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東京都 北本通り内科クリニック 北区志茂５丁目４－７　メゾンダジュール１Ｆ 03-5249-3133

東京都 医療法人社団　健風会　奥田クリニック 北区滝野川７－８－１　 03-5907-3030 １歳以上より対応

東京都 板橋医院 北区滝野川７－８－１２　 03-3916-5670 １歳以上より対応

東京都 鈴木医院 北区田端１－１０－５　 03-3821-0765 １歳以上より対応

東京都 こまごめ内科・循環器内科クリニック 北区田端４－３－２　山積ビル１Ｆ 03-5832-9600 小学生以上より対応

東京都 錦糸町しんえいクリニック 墨田区江東橋１－１６－２　チョーギンビル７階 03-6659-2267 １６歳以上より対応

東京都 医療法人社団　ナイズ　キャップスクリニック錦糸町 墨田区江東橋４－２７－１４　錦糸町パルコ７F 03-4579-2973

東京都 大倉医院 墨田区墨田１－１０－４　 03-3611-4077

東京都 医療法人社団　やまびこ　自由が丘整形外科リウマチ科 目黒区自由が丘１－１０－４　マイリッチビル３F 03-5726-8276

東京都 学芸大学ファミリークリニック 目黒区鷹番３－１５－２３　アヴァンＧＡＫＵＧＥＩビル２Ｆ 03-5768-3930

東京都 板津医院 目黒区東山３－１２－１　コジマビル２Ｆ 03-5768-0808

東京都 医療法人社団　弘和会　歌橋医院 練馬区貫井４丁目２５－３１　 03-3999-6767

東京都 医療法人社団　ナイズ　キャップスクリニック光が丘 練馬区光が丘２丁目１０番２号　光が丘IMA東館　２階 03-6904-0330 ６ヶ月以上より対応

東京都 知久医院 練馬区早宮１－２２－１４　 03-3994-0220

東京都 大泉学園ふれあいクリニック 練馬区大泉学園町６－１９－３８　 03-5933-2078 小学生以上より対応

東京都 医療法人社団　誠信会　わかばクリニック 練馬区土支田４－６－７　１Ｆ 03-6761-7123 ６ヶ月以上より対応

東京都 医療法人社団　純正会　東大泉病院 練馬区東大泉７－３６－１０　 03-3924-5820 １３歳以上より対応

東京都 医療法人社団　澄笛会　竹下医院 練馬区南大泉５－３６－９　 03-3922-3341 １歳以上より対応

東京都 仲町メディカルクリニック 練馬区平和台１－３１－３　 03-5921-2382 ６ヶ月以上より対応

東京都 医療法人社団　秀光会　黒川内科医院 練馬区北町２－４１－２１　サンプロシード１Ｆ 03-5920-5557 中学生以上より対応

東京都 練馬区医師会　鈴木医院 練馬区北町７－２０－３３　 03-5921-0322

神奈川県 医療法人社団　原医院 横須賀市金谷２－１－２２　 046-851-1310

神奈川県 医療法人社団　光仁会　髙宮小児科 横須賀市根岸町４－３－２０　 046-837-7300

神奈川県 さいとう小児科 横浜市磯子区岡村７－２０－１４　 045-752-4882 新規患者は対応不可　要事前問合せ

神奈川県 医療法人社団　遊心会　住田こどもクリニック 横浜市磯子区下町８－１６　 045-753-7151

神奈川県 医療法人社団　北村小児科 横浜市磯子区森１－７－３－２０３　 045-761-0213

神奈川県 関田医院 横浜市磯子区森２－２５－１６　 045-752-3026

神奈川県 戸塚ファミリークリニック 横浜市戸塚区戸塚町９９　ポルテさくら３０１号 045-443-9788

神奈川県 医療法人社団　やまびこ　東戸塚内科健診クリニック 横浜市戸塚区品濃町５１９－１　上條ビル２Ｆ 045-823-4156 １３歳以上より対応

神奈川県 藤野クリニック 横浜市戸塚区品濃町５４３－５　 045-821-1120

神奈川県 医療法人社団　豊福医院 横浜市港南区上永谷３－１８－１６　 045-844-2255 ３歳以上より対応

神奈川県 宮川医院 横浜市港南区上大岡西１丁目１２－１７　 070-4746-0978 ６ヶ月以上より対応

神奈川県 やはぎクリニック 横浜市港南区大久保２－１２－１６　 045-840-6202 ６歳以上より対応

神奈川県 医療法人社団　浅木クリニック 横浜市港北区菊名１－１－８　 045-401-8222 ３歳以上より対応

神奈川県 医療法人社団　やまびこ　しんよこ篠原口整形外科リウマチ科 横浜市港北区篠原町３０１４－２　東急新横浜南ビルＢ１Ｆ 045-947-3516

神奈川県 医療法人社団　やまびこ　新横浜整形外科リウマチ科 横浜市港北区新横浜３－６－４　新横浜千歳観光ビル１－４階 045-548-3887

神奈川県 医療法人社団　服部クリニック 横浜市港北区大倉山１－２８－３　 045-545-0001 ６ヶ月以上より対応

神奈川県 医療法人　三雄会　かとうクリニック 横浜市港北区樽町３－６－３８　りりあタウン２F 045-545-0222

神奈川県 なのクリニック 横浜市港北区仲手原１－２６－１０　 045-710-0045

神奈川県 医療法人社団　中野こどもクリニック 横浜市港北区富士塚１－１－１　 045-434-6500

神奈川県 おおぐり医院 横浜市神奈川区七島町１２７－９　 045-430-1105

神奈川県 医療法人社団　賢興会　オルト横浜クリニック 横浜市神奈川区新子安１－２－４　オルトヨコハマビジネスセンター１階 045-438-0610

神奈川県 医療法人　緑心会　くにひろクリニック 横浜市神奈川区大口通５６－５　大口メディカルセンター２Ｆ 045-432-8877 ３歳以上より対応

神奈川県 医療法人社団　ランドマーク医院　クイーンズクリニック 横浜市西区みなとみらい２－３－５　クィーンズタワーＣ棟４階 045-682-4123 １３歳以上より対応

神奈川県 医療法人社団　ＭＹメディカル　ＭＹメディカルクリニック横浜みなとみらい 横浜市西区みなとみらい３－６－１　みなとみらいセンタービル１１階 03-4570-0549

神奈川県 医療法人　ＡＺグループ　横浜エムエムクリニック 横浜市西区みなとみらい３丁目３番地１号　三菱重工横浜ビル３階 045-225-0953 高校生以上より対応

神奈川県 たまプラーザ整形外科リウマチ科 横浜市青葉区新石川２－３－３　１階Ａ号室 045-532-6608 １３歳以上より対応

神奈川県 医療法人社団　やまびこ　青葉台整形外科リウマチ科 横浜市青葉区青葉台２－９－１　ケンプラザビル３階 045-532-9174 １３歳以上より対応

神奈川県 医療法人　順神会　横浜緑園丘の上クリニック 横浜市泉区新橋町５３－１　 045-810-0250 ６ヶ月以上より対応　未就学児は小児科外来にて接種

神奈川県 医療法人　真正会　新妻クリニック 横浜市中区根岸町３－１７６－３９　 045-629-3585 １歳以上より対応

神奈川県 医療法人社団　優和会　湘南健診クリニック　ココットさくら館 横浜市中区桜木町１丁目１－７　ヒューリックみなとみらい１３階 045-640-5510 １９歳以上より対応

神奈川県 医療法人　ＫＭＧ　小菅医院 横浜市中区石川町１－１１－２　 045-651-6177

神奈川県 つるみクローバークリニック 横浜市鶴見区下末吉６－３－２５　クリニックセンター三ッ池公園１０２ 045-572-1900

神奈川県 ふくし内科クリニック 横浜市鶴見区駒岡４－１８－２０　 045-573-7191 要事前問合せ

神奈川県 医療法人社団　古賀クリニック 横浜市鶴見区馬場７－３０－１　 045-582-0261

神奈川県 しんぼこどものクリニック 横浜市都筑区中川１－２１-２０　マイキャッスル港北中川１階６００１号室 045-913-0501 ６ヶ月以上より対応

神奈川県 医療法人社団　慶誠会　ときえだ小児科クリニック 横浜市都筑区北山田１－１２－１５　 045-595-4150 ６ヶ月以上より対応　新規患者は対応不可

神奈川県 医療法人社団　ナイズ　キャップスクリニック天王町 横浜市保土ヶ谷区川辺町３－５　イオン天王町ショッピングセンター3階 045-489-3502

神奈川県 長津田厚生総合病院 横浜市緑区長津田４－２３－１　 045-981-1205

神奈川県 医療法人社団　泰扇会　海老名駅前内科クリニック 海老名市扇町３－６　ＭＡＣセントラルビル　２階 ＷＥＢ予約

神奈川県 医療法人社団　啓養会　左近允医院 鎌倉市今泉台４－２０－１９　 0467-45-2450 １歳以上より対応　電話予約不要

神奈川県 医療法人社団ひだまりの船　まつむらファミリークリニック 鎌倉市大船１－２３－３１　浜田ビル３Ｆ 0467-45-3335

神奈川県 医療法人社団　奏愛会　信愛クリニック 鎌倉市大船２－２６－１０　 0467-48-6678 ２歳以上より対応

神奈川県 堀越医院 茅ヶ崎市共恵２－５－５２　 0467-82-4641
６ヶ月以上より対応
当日予約のみ　事前にＨＰ要確認

神奈川県 医療法人　ＭＢＳ　いしぐろクリニック 茅ヶ崎市元町２－４　山鉄ビル６Ｆ 0467-57-1100 ６歳（小学生）以上より対応

神奈川県 医療法人　和田内科医院 茅ヶ崎市高田５－１－１９　 0467-51-8221 小学１年生以上より対応

神奈川県 こどもクリニック松が丘 茅ヶ崎市松が丘２－１－１９　 0467-82-3818 ６ヶ月以上より対応

神奈川県 新井医院 厚木市旭町１－２７－５　ＭＳビル３Ｆ 046-229-4341 中学生以上より対応

神奈川県 箕浦メディカルクリニック 厚木市関口８２３－１　 046-245-0146

神奈川県 医療法人社団　厚木整形外科 厚木市泉町３－５　　厚木フオーラムビル２階　 046-228-3336 子供は対応不可

神奈川県 イオン厚木オアシス診療所　 厚木市中町１－５－１０　イオン厚木１Ｆ 046-297-4123 １３歳（中学生）以上より対応

神奈川県 医療法人社団　厚星会　峯崎整形外科 厚木市飯山２１２０－６　　 046-243-5522 小学生以上より対応

神奈川県 医療法人社団　原田医院 高座郡寒川町岡田３丁目７－３５　　 0467-74-0702
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神奈川県 玉井小児科 高座郡寒川町岡田５丁目５－８　 0467-74-2920 ６ヶ月以上より対応

神奈川県 宗教法人　寒川神社　寒川病院 高座郡寒川町宮山１９３　 0467-75-6751 子供は対応不可

神奈川県 神部医院 高座郡寒川町宮山３０３５　　 0467-74-5000

神奈川県 医療法人　博真会　永田外科 高座郡寒川町倉見３７９３－３　 0467-75-6075 ３歳以上より対応

神奈川県 横山外科胃腸科 高座郡寒川町田端１１５９　　 0467-74-7707 ７歳以上より対応

神奈川県 医療法人社団　三昧耶会　ゆげ耳鼻咽喉科 小田原市中里７２－１　 ＷＥＢ予約 ３歳以上より対応

神奈川県 医療法人社団　博慈会　いいぬまクリニック 秦野市堀川１７５－４　 0463-89-1555 １歳以上より対応

神奈川県 医療法人社団　医心会　宮前平グリーンハイツ診療所 川崎市宮前区けやき平１－１６－２０９　 044-877-6067 １歳以上より対応

神奈川県 さがらクリニック 川崎市宮前区有馬５－１９－７　中屋敷ビル２階 044-888-1171 小学生以上より対応

神奈川県 国島医院 川崎市高津区下作延３－２２－７　 044-877-3871

神奈川県 医療法人社団　奏　長瀬クリニック 川崎市高津区下作延３－３－１０　スルバリエ梶ヶ谷２Ｆ 044-870-5225

神奈川県 医療法人社団　彩新会　ＫＳＰクリニック 川崎市高津区坂戸３－２－１　かながわサイエンスパーク西棟５Ｆ 03-3713-5800 中学生以上より対応

神奈川県 医療法人　優雅会　ささきクリニック 川崎市川崎区池田１－６－３　八丁綴クリニクファーム２F 044-223-7206 １歳以上より対応

神奈川県 医療法人社団　豊栄会　稲田堤メディカルクリニック 川崎市多摩区菅２－１５－５　 044-945-0160 中学生以上より対応

神奈川県 岸内科胃腸科医院 川崎市多摩区西生田２－２－５　 044-966-3256 高校生以上より対応

神奈川県 たま耳鼻咽喉科 川崎市多摩区登戸１８４２　Ｍ’ｓ　ｃｏｒｅ　１Ｆ 044-930-3387 ３歳以上より対応

神奈川県 医療法人社団　やまびこ　向ヶ丘遊園整形外科リウマチ科 川崎市多摩区登戸２０５２　ヨシザワプラザビル３階（TSUTAYAの３階） 044-455-5705

神奈川県 医療法人社団　あおば会　やまもとクリニック 川崎市多摩区登戸新町４０４　 044-900-8760 １歳以上より対応

神奈川県 たむらクリニック 川崎市中原区今井西町12-14　 044-738-3855 １０歳以上より対応

神奈川県 医療法人社団　ナイズ　キャップスクリニック武蔵小杉 川崎市中原区市ノ坪４４９－３　シティタワー武蔵小杉１Ｆ 03-4579-9010 １歳以上より対応

神奈川県 加藤順クリニック 川崎市中原区小杉町３－４４１－１　エントピア安藤２Ｆ 044-272-7201 ６歳以上より対応

神奈川県 医療法人社団　三和会　山出内科 川崎市中原区新丸子町７２７－１　 044-722-9007 子供は対応不可

神奈川県 山口外科 川崎市中原区新丸子町７４５－３　 044-733-4874

神奈川県 医療法人社団　武光会　どうどう小児科・アレルギー科 川崎市中原区新丸子東３丁目１３０２番　ららテラス武蔵小杉４Ｆ 044-411-1177 ６ヶ月以上より対応

神奈川県 医療法人　中島医院 川崎市中原区新城３－５－１　 ＷＥＢ予約 ６ヶ月以上より対応

神奈川県 医療法人社団　新百合ヶ丘龍クリニック 川崎市麻生区古沢７　 044-955-7231

神奈川県 医療法人社団　やまびこ　ふちのべ整形外科リウマチ科 相模原市中央区鹿沼台１丁目１１－８　やま１ビル２－５階 042-711-7112

神奈川県 宮田医院 相模原市中央区田名５４５０－３　 042-762-2321

神奈川県 井村クリニック 相模原市南区相南４－２４－３３　リベラルビル１階 042-741-8666 １歳以上より対応　６５歳以上は対応不可

神奈川県 医療法人　奏健　やまもとクリニック 相模原市南区東林間５－１３－８　 042-749-1101 小学生以上より対応

神奈川県 りつの医院 相模原市緑区東橋本２－１９－９　 042-773-3322

神奈川県 医療法人　旭良会　あさひクリニック 相模原市緑区東橋本３－１－１６　 042-707-9555 １５歳以上より対応　完全予約制（ＷＥＢ・電話）

神奈川県 牧野クリニック 藤沢市鵠沼神明５－１３－１９　第３森谷ビル３Ｆ 0466-29-5761

神奈川県 医療法人社団　桐英会　はじめクリニック 藤沢市辻堂５－１８－９　 0466-31-0840

新潟県 医療法人社団　野中内科医院 新潟市中央区沼垂西１－８－５　 025-246-3513

富山県 松本医院 射水市三ケ白銀町３２６８　 0766-55-0057 １歳以上より対応

富山県 にしだ内科クリニック 富山市城川原一丁目１７－２７　 076-482-4601

富山県 いとう整形外科クリニック 富山市神通本町１丁目１０－２０　　アクトビル1階2階 076-464-6725 小学生以上より対応

石川県 医療法人社団　藤聖会　金沢メディカルステーション　ヴィーク 金沢市木ノ新保町１－１　金沢百番街あんと西４F 076-235-4113 １５歳（高校生）以上より対応　要事前問合せ　

石川県 中村ペインクリニック 七尾市神明町ロ部１０－１　 0767-53-8688

石川県 田中内科クリニック 七尾市藤橋町戌１５－１　 0767-57-5660 １歳以上より対応

石川県 医療法人社団　東野会　東野病院 小松市今江町７－４６８　 0761-22-0623 小学生以上より対応

福井県 はせペインクリニック 敦賀市中央町１－１３－３０　 0770-25-1370

福井県 公益財団法人　福井県労働衛生センター　附属診療所　ふくい総合健康プラザ 福井市日光１－３－１０　 0776-25-2206 １８歳以上より対応

福井県 公益財団法人　福井県予防医学協会 福井市和田２－１００６　 0776-23-2777 子供は対応不可

山梨県 医療法人　一規会　斉藤医院 甲州市塩山上塩後２７１－１　 0553-32-8111 １歳以上より対応

山梨県 おかだ内科クリニック 甲府市北口２－９－１２　　ニシコー北口駅前ビル２Ｆ 055-288-1801 ３歳以上より対応　電話予約不要

長野県 医療法人　佐久平ファミリークリニック内科・消化器科 佐久市岩村田１３１５－１　 0267-88-7200 ６ヶ月以上より対応

長野県 医療法人　清秀会　甘利医院わだ 小諸市大字和田８４１－７　 0267-26-5500 １歳以上より対応

長野県 医療法人　雅の里　あるが内科クリニック 松本市今井１２２２　 0263-59-2010 ６ヶ月以上より対応

長野県 みやじま内科クリニック 長野市大字高田１２６１－２　 026-227-7777 ８歳以下：土曜午後の専用枠

岐阜県 医療法人　岐陽会　サンライズクリニック 羽島郡岐南町野中３－２２０　 058-247-3322

岐阜県 いなばファミリークリニック 各務原市上中屋町４－４３　 058-382-1555 ６ヶ月以上より対応

岐阜県 そはら永田クリニック 各務原市蘇原外山町２‐７１‐１　 058-371-0489 ６ヶ月以上より対応

岐阜県 医療法人　ひらの内科クリニック 各務原市蘇原瑞穂町３－７６－１　 058-383-0012

岐阜県 さわやか内科クリニック 関市山田８２３－１　 0575-46-9361

岐阜県 医療法人社団　稲葉会　芥見診療所 岐阜市芥見長山３－１０４　 058-243-1313 ６歳以上より対応

岐阜県 医療法人　和光会　山田病院 岐阜市寺田７－１１０　 058-254-1411 子供は対応不可

岐阜県 医療法人　和光会　山田メディカルクリニック 岐阜市東金宝町１－１２　 058-265-1411 １５歳以上より対応

静岡県 増田内科・循環器科医院 掛川市御所原２５－２　 0537-21-0200 ６ヶ月以上より対応

静岡県 安田内科小児科医院 御殿場市東田中２丁目１３－１５　 0550-84-3838

静岡県 医療法人社団　日英会　田中クリニック 裾野市伊豆島田８１０－７　 055-992-1881 ６ヶ月以上より対応

静岡県 医療法人社団　新風会　丸山病院 浜松市中区助信町３９－１０　 053-473-6721 小学生以上より対応

静岡県 公益財団法人　静岡県予防医学協会　浜松健診センター 浜松市東区下石田町９５１　 053-422-7800

静岡県 医療法人社団　糖和会　きくち内科クリニック 浜松市東区将監町１２－１３　 053-468-7255

静岡県 小川小児科内科医院 富士市中野５６８－４　 0545-36-0321 １歳以上より対応

愛知県 医療法人　名翔会　和合セントラルクリニック 愛知郡東郷町大字春木字白土１－１８８４　 052-821-0090 １６歳以上より対応

愛知県 医療法人　愛礼会　松前内科医院 一宮市浅野紅楳野５０－１　 0586-81-7001 ６ヶ月以上より対応

愛知県 藤クリニック 一宮市木曽川町黒田一ノ通り２５－１　 0586-64-7556

愛知県 増田医院 海部郡蟹江町城２丁目４９６　 0567-95-1615 ６ヶ月以上より対応

愛知県 医療法人　仁雅会　畑川クリニック 蒲郡市拾石町前浜４０－１３　 080-4300-1516 ６ヶ月以上より対応

愛知県 岩月外科内科クリニック 高浜市稗田町６－６－２７　 0566-53-3458

愛知県 春見あおいクリニック 春日井市春見町５６－５　 0568-85-5055 ３歳以上より対応
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愛知県 神領ファミリークリニック 春日井市堀ノ内町４丁目４－３　 0568-85-3070

愛知県 医療法人　純正会　小牧第一病院 小牧市中央５－３９　 0568-71-4390 子供は対応不可

愛知県 中村クリニック 常滑市奥条４－８８　 0569-36-0063 １歳以上より対応

愛知県 きほくクリニック 常滑市西之口１０－７３－３　 0569-43-3737 １歳以上より対応

愛知県 伊紀医院 常滑市大野町４丁目３９　 0569-43-5211

愛知県 医療法人　健鷹会　鷹津内科・小児科 常滑市虹の丘７丁目１０番地　 0569-34-6655

愛知県 ながしま耳鼻咽喉科クリニック 清須市清洲田中町５２　 052-408-0005

愛知県 はなさきクリニック 清須市西枇杷島町古城１－２－１７　　 052-503-4159

愛知県 森内科クリニック 西尾市寺津町白山６８－１　 0563-59-0700 ６ヶ月以上より対応

愛知県 順和クリニック 大府市東新町３丁目１－２　 0562-46-5677 ６ヶ月以上より対応

愛知県 柊みみはなのどクリニック 大府市柊山町３－３１５　 0562-46-3341

愛知県 飯塚医院 知多郡阿久比町大字福住六反田１－９　 0569-48-2131

愛知県 医療法人　寿康会　大府病院 知多郡東浦町大字森岡字上源吾１　 0562-83-3161

愛知県 医療法人　修文会　柳澤クリニック 知多市にしの台１－２６０６　 0562-56-3000

愛知県 医療法人　平病院　平クリニック 知多市旭３－１００　 0569-43-8700 ６ヶ月以上より対応

愛知県 医療法人　青山診療所 知多市旭南２丁目５４－１　 0569-44-2541 ６ヶ月以上より対応

愛知県 医療法人　医新会　内山クリニック 知多市寺本新町１－１２２　 0562-33-0652

愛知県 医療法人　中井内科クリニック 知多市日長字神山畔１２３－１　 0569-42-0200

愛知県 社会医療法人　宏潤会　日長台ファミリークリニック 知多市日長台７６－１１　 0562-85-3810 接種は月～土：９時～１１時３０分

愛知県 医療法人　松井みみはなクリニック 知立市鳥居１－１２－１３　 0566-81-8711

愛知県 医療法人　まつしまクリニック 東海市横須賀町四ノ割１１　 0562-32-0762 新規患者は対応不可

愛知県 こいで内科医院 東海市加木屋町倉池１６７－２　 0562-31-1650 ３歳以上より対応

愛知県 かとう内科こどもクリニック 東海市加木屋町辻ケ花１７３　 0562-36-2805

愛知県 内科外科　日比野クリニック 東海市加木屋町樋４９番地の１　 0562-36-0050 ６ヶ月以上より対応

愛知県 なかむら耳鼻科クリニック 東海市荒尾町後山２８　 052-689-3387 ６ヶ月以上より対応

愛知県 じんのクリニック 東海市荒尾町寿鎌９８番地　 052-603-3550 中学生以上より対応　６５歳以上：要事前問合せ

愛知県 やすいこどもとアレルギーのクリニック 東海市荒尾町二本木７５　 052-618-7071

愛知県 医療法人　久野整形外科 東海市高横須賀町家下５０　 0562-33-3711 小学生以上より対応

愛知県 小児科ハヤカワ医院 東海市高横須賀町北屋敷３０　 0562-32-0131 ６ヶ月以上より対応

愛知県 みわホームクリニック 東海市大田町蟹田１２６　 0562-32-0030

愛知県 石橋クリニック 東海市大田町替地４－１　 0562-36-1101 ６ヶ月以上より対応

愛知県 医療法人　嚶鳴会　如来山内科外科クリニック 東海市富貴ノ台２丁目１６５　 052-689-0900

愛知県 小川糖尿病内科クリニック 東海市富木島町新石根８４－１　 052-604-8080 ６ヶ月以上より対応

愛知県 社会医療法人　宏潤会　なわファミリークリニック 東海市名和町細田８－１　 052-689-0777

愛知県 医療法人　大医会　日進おりど病院　予防医学推進・研究センター 日進市折戸町西田面１１０　 0561-73-7771

愛知県 医療法人　親理会　中町クリニック 半田市中町４丁目１９－１　 0569-22-1212

愛知県 くぼた小児科 半田市天神町５０－２　 0569-21-0634 ６ヶ月以上より対応

愛知県 医療法人　ＯＳＣ乙川さとうクリニック 半田市飯森町５８－４　 0569-89-8301

愛知県 医療法人　なかじまクリニック 尾張旭市北山町六反田２１　 0561-52-6777 ６ヶ月以上より対応

愛知県 みどりの森クリニック 碧南市市向陽町1丁目４１　 0566-43-3773 ６ヶ月以上より対応

愛知県 さかべ医院 碧南市志貴町２丁目８６　 0566-41-1923 １歳以上より対応

愛知県 医療法人　青雲会　佐野医院 豊橋市松葉町３－１０　 0532-52-3906 ６ヶ月以上より対応　要当日問合せ

愛知県 医療法人社団　卓和会　しらゆりクリニック 豊川市大堀町７７　 0533-80-2111 １歳以上より対応

愛知県 医療法人　九愛会　中京サテライトクリニック 豊明市沓掛町石畑１８０－１　 0562-93-8222 子供は対応不可

愛知県 医療法人　康徳会　徳重クリニック 北名古屋市鹿田神明附２６　 0568-24-3456

愛知県 医療法人　めぐみ会　ものえ内科クリニック 名古屋市守山区向台１丁目３０３　 052-760-2324 １歳以上より対応

愛知県 なかむら内科 名古屋市守山区上志段味海東４６８－２　 052-739-3030

愛知県 医療法人　順秀会　守山内科 名古屋市守山区新守山９０１　 052-791-5110 ６ヶ月以上より対応

愛知県 医療法人　順秀会　八事小林泌尿器科 名古屋市昭和区山手通３丁目９番地の１　日興山手通ビル１階 052-833-8111 ６ヶ月以上より対応　新規患者は対応不可

愛知県 医療法人　白水会　白水クリニック 名古屋市昭和区山里町１５９－１　 052-861-0099 ３歳以上より対応

愛知県 矢守こどもクリニック 名古屋市昭和区滝川町４７-６６　 052-834-0118

愛知県 医療法人　成田外科 名古屋市瑞穂区玉水町２丁目５０　 052-831-8405

愛知県 医療法人　順秀会　メディカルパーク今池 名古屋市千種区今池１ 丁目８番８号　今池ガスビル 2 階 052-715-6070 ６ヶ月以上より対応

愛知県 一般社団法人　オリエンタル労働衛生協会　メディカルクリニック 名古屋市千種区今池１丁目８－４　 052-746-6556

愛知県 伊東内科クリニック 名古屋市千種区山添町１－２６　 052-751-5588

愛知県 医療法人　大正会　大鹿耳鼻咽喉科 名古屋市千種区自由ヶ丘３－２－２７　シティコーポ自由ヶ丘１０４ 052-761-2784 ６ヶ月以上より対応

愛知県 医療法人　順秀会　東山内科 名古屋市千種区東山通５丁目１０３　 052-781-1235 ６ヶ月以上より対応

愛知県 医療法人　鹿志会　エルズメディケア名古屋（女性専用） 名古屋市中区栄２－１－１　日土地名古屋ビル３階 052-737-6500 高校生以上より対応

愛知県 医療法人　順秀会　スカイル内科 名古屋市中区栄３丁目４番地５　栄（スカイル）ビル11階 052-241-2111 ６ヶ月以上より対応

愛知県 医療法人財団　医親会　マリンクリニック 名古屋市中区丸の内３－２０－１７　ＫＤＸ桜通ビル４階 052-954-8001 高校生以上より対応

愛知県 福澤内科皮フ科クリニック 名古屋市中区錦２丁目１４－２０　 052-218-8882 １歳以上より対応

愛知県 一般財団法人　日本予防医学協会　ウェルビーイング栄 名古屋市中区新栄町１－３　　日丸名古屋ﾋﾞﾙ東館６階 052-950-3707 子供は対応不可

愛知県 戸田ファミリークリニック 名古屋市中川区戸田明正２丁目３０１番地　 052-439-0039 ６ヶ月以上より対応

愛知県 医療法人　松柏会　国際セントラルクリニック 名古屋市中村区那古野１－４７－１　国際センタービル１０階 052-821-0090 １６歳以上より対応

愛知県 医療法人　松柏会　大名古屋ビルセントラルクリニック 名古屋市中村区名駅３－２８－１２　大名古屋ビルヂング９Ｆ 052-821-0090 １６歳以上より対応

愛知県 一般財団法人　毎日ドクター 名古屋市中村区名駅一丁目１番３号　JRゲートタワー２６階 052-581-2526 小学生以上より対応　完全予約制

愛知県 元八事整形外科形成外科 名古屋市天白区元八事１－２４２　 052-839-0550

愛知県 医療法人　レリーフ　あおきクリニック 名古屋市天白区植田山５－１２６－１　 052-837-7555

愛知県 医療法人　育心会　てらしま医院 名古屋市天白区植田南３－１１１　エクセル植田１Ｆ 052-805-8282

愛知県 医療法人　いさじ医院 名古屋市天白区八幡山１４１３　 052-835-1323

愛知県 名南ファミリークリニック 名古屋市南区三吉町５－３３　 052-619-7666 ６ヶ月以上より対応

愛知県 医療法人　名翔会　名古屋セントラルクリニック 名古屋市南区千竈通７－１６－１　 052-821-0090 １６歳以上より対応

愛知県 社会医療法人　宏潤会　内田橋ファミリークリニック 名古屋市南区内田橋１丁目３０番９号　 052-691-5223
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愛知県 医療法人　中京クリニカル 名古屋市熱田区白鳥３－６－１７　 0120-38-0072

愛知県 医療法人　道有会　渡辺クリニック 名古屋市名東区一社１－１００　エバーグレーズビルＮ棟３階 052-705-1220

愛知県 医療法人　順秀会　一社内科 名古屋市名東区高社１丁目２６１番地　Bel Spazio ISSHA １階 052-771-6660 ６ヶ月以上より対応

愛知県 医療法人　真正会　川村小児科 名古屋市名東区上社２－４２－１　 052-777-0776 ６ヶ月以上より対応　電話予約不要

愛知県 医療法人　香徳会　メイトウホスピタル 名古屋市名東区上社３丁目１９１１　 052-701-7000 高校生以上より対応

愛知県 竹内内科 名古屋市名東区本郷２－８９　 052-771-6021 １歳以上より対応

愛知県 医療法人　桂名会　木村病院 名古屋市名東区名東本通２－２２－１　 052-781-1119 ６ヶ月以上より対応

愛知県 社会医療法人　宏潤会　大同みどりクリニック 名古屋市緑区鳴海町矢切３７　 052-891-4157

愛知県 医療法人　さくら会　さくら医院 名古屋市緑区鳴子町三丁目４９番地２３　ナルコス２階 052-892-0200

三重県 医療法人　萩原クリニック いなべ市大安町門前５８３－２　 0594-77-0154 ６ヶ月以上より対応　妊婦は対応不可

三重県 医療法人　宮口内科循環器科 桑名市星見ヶ丘９－１０２１　 0594-32-1222 １歳以上より対応

三重県 桑名クリニック 桑名市長島町横満蔵５７３　 0594-45-8111

三重県 リハビリ整形外科Ｉクリニック 三重郡菰野町潤田字新起１１９８－１　 059-391-0555 １歳以上より対応

三重県 ザ・クリニック 三重郡朝日町柿７７６－１　 059-376-2030 小学生以上より対応

三重県 あさひクリニック 三重郡朝日町向陽台２丁目１６－２　 059-376-6667

三重県 医療法人　田中外科 三重郡朝日町縄生５４４－１　 059-377-2256 ６ヶ月以上より対応

三重県 医療法人　仁こどもクリニック 四日市市ときわ４丁目４－１３　 059-355-5011

三重県 加藤整形外科 四日市市下さざらい町８４３　 059-365-5252 中学生以上より対応

三重県 皮フ科サンクリニック 四日市市九の城町４－１６　 059-355-3030 １歳以上より対応

三重県 医療法人　健侑会　四日市インタークリニック 四日市市高角町７３４－１　 059-326-6666

三重県 医療法人　貴敬会　村上ファミリークリニック 四日市市山分町２４２－３　 059-361-2300

三重県 医療法人社団　志誠会　四日市眼科クリニック 四日市市諏訪栄町５－８　ローレルタワーシュロア四日市１階 059-355-0717

三重県 医療法人　みやこクリニック 四日市市千代田町３０７－１　 059-363-4666

三重県 樋口皮フ科 四日市市川北１－１２－１２　 059-364-1187 ４歳以上より対応

三重県 かっさいレディースクリニック 四日市市陶栄町２－２　 059-328-5500
１３歳以上より対応
未成年は保護者同伴　完全予約制

三重県 医療法人社団　三原クリニック 四日市市日永西３－１－２１　 059-347-1611 １３歳以上より対応

三重県 医療法人　悟りの会　貝沼内科　小児科 四日市市泊山崎町１０－１　 059-347-1188 ６ヶ月以上より対応　６５歳未満は１１月より接種開始

三重県 医療法人社団　忠真会　とまり整形外科 四日市市泊町２－３０　 059-349-5500 ３歳以上より対応

三重県 医療法人　山下会　かすみがうらクリニック 四日市市八田１－１３－１７　 059-332-2277

三重県 医療法人社団　厚仁会　小林内科胃腸科 四日市市富田１－９－３　 059-364-0006 ６ヶ月以上より対応

三重県 あのつクリニック 津市一身田上津部田１８１７　 059-233-6700

三重県 小西ヒフ科医院 津市栄町２－４５７　 059-228-5498 １歳以上より対応

三重県 稲上耳鼻咽喉科・気管食道科 津市河芸町東千里１１１－１　 059-244-2222

三重県 三重耳鼻咽喉科 津市観音寺町４４５－１５　 059-228-0100 ６歳（小学生）以上より対応

三重県 竹島医院 鈴鹿市神戸２－２１－１５　 059-381-1500 １歳以上より対応

三重県 医療法人　研真会　永井クリニック 鈴鹿市神戸８丁目２７－３５　 059-382-0576 ６ヶ月以上より対応

三重県 小西内科クリニック 鈴鹿市中箕田町１１２４－６　 059-395-0007 ２歳以上より対応

三重県 医療法人　コラソン　家田クリニック 鈴鹿市南江島町５－８　 059-388-8778 ３歳以上より対応

三重県 すずかいとう皮膚科クリニック 鈴鹿市野村町１６８－１　 059-380-4112 小学生以上より対応

滋賀県 医療法人　小川診療所 湖南市石部東２丁目５－３８　 0748-77-8082 ３歳以上より対応　妊婦は対応不可

滋賀県 医療法人　寺井医院 甲賀市甲南町希望ケ丘本町６丁目８５７－８１　 0748-86-1112

滋賀県 竹岡診療所 草津市南草津２丁目４－１０　ベーネ南草津１階 077-567-5211 ３歳以上より対応

滋賀県 玉川医院 大津市大江５丁目３３－５　 077-548-3431 １歳以上より対応

滋賀県 医療法人　博悠会　かわむら医院 大津市鳥居川町４－２５　 077-537-0643

京都府 公益社団法人　京都保健会　京都協立病院 綾部市高津町三反田１　 0773-42-0440

京都府 大久保医院 綾部市本町８－１１５　 0773-42-1190 ６ヶ月以上より対応

京都府 京都駅前さの皮フ科クリニック 京都市下京区東洞院通り塩小路下る東塩小路５４７－２　福隅ビル２階 075-744-6420

京都府 かねみつクリニック 京都市中京区西ノ京東栂尾町３　ＪＲ二条駅ＮＫビル３Ｆ 075-821-2177 ６歳以上より対応

京都府 御所南はらしまクリニック 京都市中京区竹屋町通東洞院東入塀之内町６３０　 075-606-5472 ６ヶ月以上より対応　接種期間～１１月末まで

大阪府 ささき内科・内視鏡クリニック 茨木市総持寺１丁目３－２　クリニックビル　１Ｆ 072-631-2501

大阪府 医療法人　栄寿会　上田医院 高石市綾園３丁目３番２４号　 072-261-2207 ６ヶ月以上より対応

大阪府 医療法人　育佑会　石田医院 高石市羽衣１－１０－１１　 072-261-1313 ６ヶ月以上より対応

大阪府 医療法人　岩田医院 高石市羽衣１－１１－１２　 072-261-0345 中学生以上より対応

大阪府 医療法人　医進会　高石加茂病院 高石市西取石３－２３－１７　 072-262-1121 ３歳以上より対応

大阪府 医療法人　入江会　末吉クリニック 高槻市東五百住町３－７－２０　 072-696-0048 小学生以上より対応

大阪府 かきはらみずほクリニック 高槻市白梅町５－２０－３０６　　ジオ高槻ミューズレジス３階 072-648-3456

大阪府 いしだ医院 堺市堺区一条通１５－２５　山和ビル 072-238-6668 １歳以上より対応

大阪府 医療法人　かみたにクリニック 堺市西区上野芝町１－２５－１６　 072-241-6538 １歳以上より対応

大阪府 医療法人　文明会　おくだ耳鼻咽喉科 堺市西区津久野町１－８－１８　 072-260-3387

大阪府 くげクリニック 堺市西区浜寺石津町中３－１４－１２　 072-244-1594

大阪府 社会医療法人　頌徳会　日野クリニック 堺市中区深井中町１２４８　 072-276-5111 １歳以上より対応

大阪府 医療法人　安和会　なかもずクリニック 堺市北区金岡町１３８２－１　 072-253-9300 子供の新規患者は対応不可

大阪府 医療法人　若葉会　堺若葉会病院 堺市北区新金岡町４－１－７　 072-255-1001 高校生以下は対応不可

大阪府 髙田内科クリニック 堺市北区中百舌鳥町２－３９　クリスタルなかもず３０２ 072-251-2663 子供は対応不可

大阪府 医療法人　あさか会　あさかクリニック 堺市北区東浅香山町２丁目３４８－１　 072-251-1116 高校生以上より対応

大阪府 うめむら医院 堺市北区百舌鳥梅町３丁１－６　 072-255-4976 １歳以上より対応

大阪府 医療法人　慈奨会　いしはまクリニック 松原市阿保３－８－２１　 072-335-4043

大阪府 西田クリニック 寝屋川市成田町２５－２　 072-837-6766

大阪府 はらだ内科クリニック 寝屋川市八坂町１５－８　中川ビル２Ｆ 072-811-7733 ６歳（小学生）以上より対応

大阪府 医療法人  優美会　吉井クリニック 吹田市豊津町１－２１　エサカ中央ビル５階 06-6388-0110

大阪府 釈迦戸医院 泉佐野市長滝９０９－１　 072-465-4180

大阪府 医療法人　順興会　上條診療所 泉大津市森町２－３－８　 0725-32-1271 ６ヶ月以上より対応

大阪府 医療法人　博寿会　横田医院 大阪市阿倍野区昭和町１－１９－２８　 06-6622-1700
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大阪府 医療法人　慶秋会　あきやまクリニック 大阪市住吉区千躰２－２－９　 06-6674-8000 １歳以上より対応

大阪府 柿本耳鼻咽喉科 大阪市城東区今福西３丁目８－２２　クアトロジー 06-6936-7033

大阪府 医療法人　聖会　池澤クリニック 大阪市西区江戸堀１－１５－２７　アルテビル肥後橋２Ｆ 06-6445-8810 子供は対応不可

大阪府 江戸堀サンテクリニック 大阪市西区江戸堀２－２－１３　 06-6467-8833 子供は対応不可

大阪府 繁田内科クリニック 大阪市中央区今橋３丁目２－１７　緒方ビルクリニックセンター地下１階 06-6201-2220

大阪府 医療法人　今村クリニック　ＯＢＰ今村クリニック 大阪市中央区城見２－２－２２　マルイトＯＢＰビル１階 06-4791-9900

大阪府 ながの内科クリニック 大阪市中央区船越町２－２－１６　ベルメゾン１０２号 06-6947-5821

大阪府 高折医院 大阪市中央区船越町２－３－２　 06-6941-5429 ６ヶ月以上より対応

大阪府 内科　和田医院 大阪市中央区北久宝寺町１丁目６番１４号　 06-6261-2167 ２歳以上より対応

大阪府 医療法人　ラ・クォール会　ラ・クォール本町クリニック 大阪市中央区本町３－５－２　辰野本町ビル２階 06-6125-1250 子供は対応不可

大阪府 医療法人　上田外科医院 大阪市平野区長吉六反３－４－２０　 06-6709-5226
６ヶ月以上より対応　６５歳以上の公費助
成対象：市町村専用問診票要持参

大阪府 医療法人　八杉クリニック 大阪市北区池田町１－７５　ストークマンション１０１～１０３ 06-6353-0505 １歳以上より対応

大阪府 医療法人　美和会　平成クリニック 大阪市北区中津１－１１－６　 06-6292-0006 中学生以上より対応

大阪府 いわいレディースクリニック 大阪市北区天神橋４－１１－６　ミクシーワンビル３Ｆ 06-6882-8686 １３歳以上より対応

大阪府 福永診療所 大阪市北区堂島２－１－４３　紀陽ビル地下１階 06-6348-1667

大阪府 医療法人　メディカル春日会　革嶋クリニック 大阪市北区梅田２－４－１３　阪神産経桜橋ビル２階 06-6455-2000 １８歳以上より対応

大阪府 今村クリニック 大阪市北区梅田３－１－１　サウスゲートビル１７Ｆ 06-6341-5881 高校生以上より対応

大阪府 医療法人　聖誕会　うめだファティリティークリニック 大阪市北区豊崎３－１７－６　 06-6371-0363 １８歳以上より対応

大阪府 のぞみハートクリニック 大阪市淀川区宮原３丁目５－３６　　新大阪トラストタワー　１Ｆ 06-6397-8011 １５歳以上より対応

大阪府 医療法人　藤本医院 大阪市淀川区三津屋南２－１７－１２　 06-6306-1810

大阪府 医療法人　きぬがわ内科循環器内科 大阪市淀川区新北野３－１２－７　 06-6889-5200 ３歳以上より対応

大阪府 堀クリニック 大阪市淀川区西中島５－９－５　ＮＬＣ新大阪ビル６Ｆ 06-6886-6622 ３歳以上より対応

大阪府 岡藤クリニック 大阪市浪速区幸町１丁目２－２　 06-6568-7308 中学生以上より対応

大阪府 医療法人　恵善会　桜川よしえクリニック 大阪市浪速区桜川２－２－３１　ザクロコーポレーション桜川ビル１Ｆ 06-4392-8388 ３歳以上より対応

大阪府 医療法人　にしかわ　にしかわ耳鼻咽喉科 東大阪市御厨南２－１－１　八戸ノ里ＨＩＲＯビル２Ｆ 06-6753-7867

大阪府 医療法人　大久保小児科医院 東大阪市西石切町１－１１－２０　新石切出口正ビル２F 072-984-1118

大阪府 医療法人　近藤医院 東大阪市長堂１－２－５　 06-6781-9391 １２歳以上より対応

大阪府 医療法人　竹村内科 東大阪市菱屋西３－４－３２　 06-6725-2225 中学生以上より対応

大阪府 かねしろクリニック 豊中市上野西２丁目２０－２７　エスコート本田１Ｆ 06-6850-0881

大阪府 仁科医院 豊中市上野東１－３－２４　 06-6852-5519

大阪府 医療法人　ありたき小児科 豊中市新千里東町１－１－３　ＳＥＮＲＩＴＯよみうり３Ｆ 06-6833-0105

大阪府 医療法人　島越内科 豊中市中桜塚２－２５－９　 06-6841-1300 １歳以上より対応

大阪府 吉田医院 枚方市伊加賀南町５－４　 072-841-3103

大阪府 医療法人　愛成会　愛成クリニック 枚方市山之上西町３２－１５　 072-845-0888
電話予約不要　中学生以上より対応　未
成年は保護者同伴

大阪府 医療法人　貴和会　奥田クリニック 枚方市新町１丁目７－７　 072-843-3535 １歳以上より対応

大阪府 医療法人　春陽会　稲垣医院 枚方市大垣内町１－１－５　 072-841-2166 ６ヶ月以上より対応

大阪府 中村医院 枚方市楠葉中町４４－２３　 072-857-7580 ６ヶ月以上より対応

大阪府 医療法人　毅峰会　吉田病院 枚方市北中振３丁目８－１４　 072-833-1831 高校生以上より対応

大阪府 横山スマイル内科クリニック 箕面市粟生間谷西３丁目７－７　 072-726-4580 ３歳以上より対応　子供は保護者と同日接種

大阪府 すえはら内科クリニック 箕面市粟生新家４－１－１２　 072-734-7788 中学生以上より対応

大阪府 医療法人　いろは会　よこいクリニック 箕面市西小路３丁目１７番３７号　 072-724-1477 小学生以上より対応

大阪府 医療法人　正幸会　正幸会病院 門真市中町１１番５４号　 06-6905-8833

大阪府 医療法人　俊弘会　室谷クリニック 門真市東江端町１番１９号　サンピア２１　１階 072-842-6111 ６歳以上より対応

大阪府 かんばらクリニック 和泉市あゆみ野４－４－７　ららぽーと和泉店２Ｆ ＷＥＢ予約 １歳以上より対応

大阪府 原田内科クリニック 和泉市青葉台２丁目１９－２　 0725-55-1843 １３歳以上より対応　完全予約制

兵庫県 寺岡耳鼻咽喉科 加古郡播磨町南野添３－１０－１１　 079-435-3376 ３歳以上より対応

兵庫県 医療法人社団　仁徳会　早川内科循環器科医院 三木市大村１４２－７　 0794-89-0017 １３歳以上より対応

兵庫県 医療法人社団　百聞会　長谷川医院 神戸市西区小山１－３－２７　 078-926-1688

兵庫県 医療法人社団　旭診療所 神戸市中央区旭通２－４－５－１０１　 078-221-3263

兵庫県 ジョイクリニック 神戸市中央区磯辺通４－２－３　ライオンズマンション三宮フラワーロード２０１ 078-251-5800 １０歳以上より対応

兵庫県 たつみクリニック 神戸市中央区加納町２－９－１４　 078-252-2430 １３歳以上より対応

兵庫県 サナシオクリニック 神戸市中央区三宮町１－４－４　木口ビル３階 078-392-1120 子供は対応不可

兵庫県 木村内科 神戸市中央区相生町３－１－２　 078-351-4114 １３歳以上より対応　電話予約不要

兵庫県 森垣胃腸科外科 神戸市東灘区御影１丁目１２－９　 078-851-0300 １歳以上より対応

兵庫県 あだち耳鼻咽喉科 神戸市東灘区本山中町４－１－３　 078-431-1133 １歳以上より対応

兵庫県 小田内科循環器内科 西宮市甲風園１－６－１　 0798-67-2541 １３歳以上より対応

兵庫県 医療法人社団　おりたクリニック 西宮市甲陽園西山町１－６２　 0798-75-0120

兵庫県 岩下内科クリニック 西宮市池田町９－６　ＪＲ西ノ宮駅ＮＫビル２０３号 0798-23-8868 １歳以上より対応

兵庫県 髙橋内科循環器科クリニック 西宮市和上町６－２２　　オリーブハイツ西宮 0798-26-3600 完全予約制

兵庫県 髙診療所 尼崎市御園町２１　ＭＧ尼崎駅前ビル１０２号 06-6418-2611 問合せ：平日９時～１２時・１５時～１７時

兵庫県 医療法人　煌仁会　森川内科クリニック 尼崎市上坂部１－４－１　ミリオンタウン塚口　２階 06-6439-7337

兵庫県 まごのクリニック 尼崎市猪名寺２－１５－３０　　 06-6491-0567 １５歳以上より対応　電話予約不要

兵庫県 医療法人社団　南川クリニック内科 尼崎市塚口本町２－２０－１　 予約不要 １歳以上より対応　事前にＨＰ要確認

兵庫県 宗教法人　本覚寺診療所 姫路市花田町加納原田９４８－１　 079-253-2978 中学生以上より対応

兵庫県 近藤内科医院 姫路市東山２５１　 079-247-3111 ５歳以上より対応

兵庫県 中井医院 宝塚市逆瀬川１－１－１９　 0797-72-2691 １歳以上より対応

兵庫県 医療法人社団　緑樹会　なみき内科 宝塚市寿町８－２４　 ＷＥＢ予約 ３歳以上より対応

兵庫県 森外科 宝塚市平井５丁目１－４０　 0797-82-2121 ６ヶ月以上より対応

兵庫県 医療法人社団　陽洲会　田中医院 明石市二見町西二見２０３２　 078-942-1941 完全予約制

奈良県 牧浦医院 磯城郡川西町唐院４３－１　 0745-44-0015

奈良県 医療法人　菊川医院 橿原市上品寺町３８０－２２　 0744-23-0202

奈良県 医療法人　藤井会　ふじい内科医院 橿原市曽我町８４９－３　 0744-22-2427
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奈良県 井上クリニック 橿原市内膳町１－１－１１　Ｕ遊タウンビル１階 0744-29-1199 高校生以上より対応

奈良県 笠原内科医院 橿原市白橿町２－３１－１２　 0744-27-0083 １２歳以上より対応

奈良県 吉岡医院 橿原市八木町２－２－１８　 0744-25-5068 １５歳以上より対応

奈良県 医療法人　鵜山医院 葛城市新庄１６　 0745-69-2070 ６ヶ月以上より対応

奈良県 医療法人　榎本医院 御所市戸毛１１３０　 0745-67-0008

奈良県 上島医院 御所市御門町６９１　　 0745-63-2378 子供は対応不可

奈良県 医療法人　澤田医院 香芝市五位堂５－１５５　 0745-76-2177 １歳以上より対応

奈良県 医療法人　菊川内科医院 桜井市桜井８６９番地１　 0744-46-2112 １歳以上より対応

奈良県 羽田医院 桜井市西之宮２２８－３５　 0744-43-2120 新規患者は対応不可

奈良県 医療法人　大塚医院 生駒市あすか野北１－２－１２　 0743-78-6770 ３歳以上より対応

奈良県 社会医療法人　平和会　いこま駅前クリニック 生駒市本町７－１０　 0743-71-7222 子供は対応不可

奈良県 牧浦内科 大和郡山市額田部北町４７９－３　 0743-57-6595

奈良県 医療法人　おざきクリニック 大和郡山市九条町１３１１－１　 0743-55-5510

奈良県 後藤医院 奈良市右京３－１９－１　 0742-71-1180
３歳以上より対応
６５歳以上は対応不可　完全予約制

奈良県 医療法人　つるた内科 奈良市学園大和町５－１１７　 0742-51-3300 １０歳以上より対応

奈良県 よねだ内科クリニック 奈良市学園大和町六丁目１５４２－３８２　 0742-48-7310

奈良県 衞藤医院 奈良市学園南１－１－１７　 0742-43-2525 ３歳以上より対応

奈良県 医療法人　小嶌診療所 奈良市学園南３－４－２４　 0742-49-1287 １３歳以上より対応

奈良県 医療法人　仁礼会　こばやし耳鼻咽喉科 奈良市学園北１－９－１　パラディⅡ５Ｆ 0742-40-1133 １歳以上より対応

奈良県 医療法人　田村医院 奈良市四条大路１－７－１９　 0742-33-0635 ６ヶ月以上より対応

奈良県 広岡西部診療所 奈良市赤膚町１０３２　 0742-45-7451

奈良県 陽クリニック 奈良市大宮町４－２４１－１　 0742-32-3721

奈良県 なかた整形外科 奈良市中山町西４－４５６－１　学園前Ｔ．Ｓビル１０１号 0742-53-0051 子供は対応不可

奈良県 中登美診療所 奈良市中登美ケ丘１－１９９４－３　Ｄ１６－１　 0742-45-7785

奈良県 玉木耳鼻咽喉科 奈良市椿井町４３　 0742-26-6587 ２歳以上より対応

奈良県 福山医院 奈良市尼辻中町１１－３　 0742-33-5135

奈良県 医療法人　庄野整形外科 奈良市六条２－１９－８　 0742-46-1235

奈良県 ゆりクリニック 北葛城郡上牧町大字上牧３３３６－５　 0745-78-0205 小学生以上より対応　完全予約制

和歌山県 角田医院 海南市下津町上１８９　 073-492-0278 ６ヶ月以上より対応

和歌山県 山西内科 海南市藤白１６６－９　 073-483-2200

和歌山県 医療法人　さくら会　さくらクリニック 海南市名高１４０－１　 073-484-5001

和歌山県 めがね先生の上田こどもクリニック 橋本市紀見字椿原５９１－６　 0736-26-8266 高校生以上は対応不可

和歌山県 耳鼻咽喉科　ごとう医院 有田郡湯浅町湯浅１２８－２　 0737-63-3838

和歌山県 医療法人　曙会　和歌浦中央病院 和歌山市塩屋６－２－７０　 073-444-1600

和歌山県 生馬医院 和歌山市吉田４３６　 073-422-1458 ６ヶ月以上より対応

和歌山県 医療法人　裕真会　下間クリニック 和歌山市市小路４０２　 073-455-1718 １歳以上より対応

和歌山県 医療法人　西村会　向陽病院 和歌山市津秦４０　 073-474-2000 １２歳以上より対応

鳥取県 医療法人社団　松野医院 境港市京町３５　 0859-42-2298

鳥取県 医療法人　成尚会　米子南クリニック 米子市奥谷１１３５－７　 0859-39-7777 １３歳以上より対応

島根県 医療法人社団　金藤医院　金藤内科小児科医院 安来市赤江町１４４７－５　 0854-28-6688 ６ヶ月以上より対応

島根県 医療法人社団　佐貫内科医院 松江市八雲町日吉１９４－１０　 0852-54-0886 ６ヶ月以上より対応

岡山県 一般財団法人　淳風会　淳風会健康管理センター 岡山市北区大供２－３－１　 050-3163-0002 子供は対応不可

岡山県 医療法人　かわたクリニック 倉敷市玉島乙島６８６１－１　 086-525-3300

岡山県 社会医療法人　水和会　水島中央病院 倉敷市水島青葉町４－５　 086-444-3311 事前にＨＰ要確認

岡山県 医療法人　あさき小児科 倉敷市水島南幸町１－９　 086-446-1110

岡山県 茶屋町こどもクリニック 倉敷市茶屋町４９５－１　 086-428-2888

岡山県 医療法人　以心会　難波医院 倉敷市福田町古新田１４６－４　 086-455-9009

岡山県 一般財団法人　淳風会　淳風会健康管理センター　倉敷 倉敷市連島中央３丁目１番１９　 086-454-8400

岡山県 医療法人　真周会　三宅内科小児科医院 総社市井手９１９　 0866-93-8511 １歳以上より対応　完全予約制

岡山県 医療法人　木村医院 都窪郡早島町早島１４６９－１　 086-482-0028

広島県 医療法人社団　なかしお内科クリニック 呉市広駅前１－１－１０　 0823-74-8181

広島県 かがわファミリークリニック 広島市安佐南区西原２－３２－１９　 082-875-0012 中学生以上より対応

広島県 池上内科小児科医院 広島市安佐南区西原８－３９－１２　 082-875-1141

広島県 ふじた消化器・内科クリニック 広島市安佐南区中筋　４丁目１３－１５　レジデンス西宮１階 082-870-6688 中学生以上より対応

広島県 さくらい内科アレルギー科クリニック 広島市安佐南区緑井５－２９－１８　緑井ゆめビル 082-831-1181 小学生以上より対応

広島県 医療法人社団　三宅クリニック 広島市佐伯区五日市中央５－１－３９　 082-922-3655 ６歳以上より対応

広島県 医療法人　青葉会　しらたきクリニック 広島市佐伯区八幡２丁目６－１６　 082-926-4811 ６歳以上より対応

広島県 医療法人社団　さくら会　山崎内科クリニック 広島市西区三篠町２－４－２８　 082-230-5555 ６ヶ月以上より対応

広島県 一般財団法人　広島県環境保健協会　健康クリニック 広島市中区広瀬北町９－１　 082-232-4857 子供は対応不可

広島県 医療法人　原田会　原田内科医院 広島市中区堺町２－６－２２　 082-231-5577 １３歳以上より対応

広島県 医療法人　土井内科神経内科クリニック 広島市中区紙屋町１－１－１７　広島ミッドタウンビル１F 082-242-7878 子供は対応不可

広島県 耳鼻咽喉科　佐藤クリニック 広島市東区牛田早稲田１－３－２６　　佐々木ビル２F 082-211-1433 ４歳以上より対応

広島県 医療法人　いずみ会　藤井循環器内科 広島市南区宇品神田２－１４－２４　尾田ビル２Ｆ 082-252-0133 １歳以上より対応　接種期間～１２月末まで

広島県 女医によるファミリークリニック 広島市南区松原町５－１　ビッグフロントひろしま４Ｆ 082-262-5252

広島県 医療法人社団　孝和会　石田診療所 広島市南区的場町１－８－１９　 082-262-0500
１歳以上より対応　電話予約不要　月～土：９
時～１２時３０分　月・火・木・金：１４時３０分～
１７時３０分

広島県 明石内科クリニック 廿日市市山陽園８－１９　ステイツ野村山陽園１Ｆ 0829-32-1911 小学１年生以上より対応

山口県 医療法人社団　毛利小児科 岩国市山手町２－１８－８　 0827-23-6677 ６ヶ月以上より対応　成人は子供同伴のみ対応

山口県 医療法人社団　三志会　ふじもと内科クリニック 岩国市尾津町２丁目２２－１０　 0827-31-3377 中学生以下は保護者同伴

山口県 医療法人社団　桑原内科 岩国市麻里布町５－４－２　 0827-21-0839

山口県 医療法人　中村医院　中村クリニック 玖珂郡和木町和木２－９－１１　 0827-53-8100

山口県 医療法人　淳信会　まさこメディカルクリニック 周南市新町１－５２　あさひビル１Ｆ 0834-21-0609 子供は対応不可
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山口県 医療法人　こうち医院 周南市東山町２－４１　 0834-34-3456

香川県 富士クリニック 綾歌郡宇多津町浜五番丁５３－１　 0877-49-7576 ６ヶ月以上より対応

香川県 医療法人社団　田村クリニック 丸亀市幸町１－５－５　 0877-22-8391 高校生以上より対応

香川県 医療法人　仁寿会　吉田病院 丸亀市宗古町５　 0877-22-8101 １２歳以上より対応

香川県 医療法人社団　丸亀おのクリニック 丸亀市新町２－１３　 0877-22-3902

香川県 医療法人社団　重仁　まるがめ医療センター 丸亀市津森町２１９　 0877-23-5555 高校生以上より対応

香川県 医療法人社団　昭龍会　国重まこと医院 坂出市笠指町４－２８　 0877-46-5501

香川県 淡河医院 坂出市寿町３丁目３－１５　 0877-46-3937 １歳以上より対応

香川県 医療法人社団　池田外科医院 三豊市豊中町笠田笠岡２１３６　 0875-62-3151 １歳以上より対応

愛媛県 むかいだ小児科 伊予郡松前町恵久美７９２－１　 089-985-0115 高校生以上は対応不可

愛媛県 医療法人　松前病院 伊予郡松前町筒井１５９２番地１号　 089-984-1300 ６歳以上より対応

愛媛県 医療法人社団　銀杏会　井出内科 今治市常盤町７－３－６　 0898-32-2866 中学生以上より対応　要事前問合せ

愛媛県 医療法人　束村内科医院 松山市若葉町７－２１　 089-951-2520 ３歳以上より対応

愛媛県 医療法人　西川内科消化器科クリニック 松山市勝山町２－７２　 089-915-1118 １３歳以上より対応

愛媛県 みどりクリニック内科消化器科 松山市中央１丁目１０－１２　 089-926-8881 中学生以上より対応

愛媛県 医療法人　順風会　天山病院 松山市天山２丁目３－３０ 089-946-1555
要事前問合せ　６ヶ月以上より対応　６歳
以下は小児科にて対応

愛媛県 愛媛医療生活協同組合　愛媛生協病院 松山市来住町１０９１－１　 089-976-7001

愛媛県 立花クリニック 松山市立花３丁目３－２５ 089-987-6680
６ヶ月以上より対応　完全予約制　新規患
者は対応不可

愛媛県 医療法人　松村内科クリニック 松山市六軒家町４－２１　 089-926-5500 １歳以上より対応

愛媛県 井石内科医院 新居浜市西原町１丁目１－６５　 0897-32-5370 ６ヶ月以上より対応

愛媛県 安永クリニック 西条市北条１６５１－１　 0898-64-5760 小学生以上より対応

高知県 医療法人　南の風　みなみの風診療所 高知市栄田町３－７－１　 088-826-3730 事前にＨＰ要確認

高知県 医療法人　グリーンハウス　クリニック　グリーンハウス 高知市上町１丁目７－１　 088-871-1711 高校生以上より対応

高知県 谷田内科クリニック 高知市本町４－１－５２　本町ＭＬプラザ１階 088-854-7050 １歳以上より対応

福岡県 医療法人　やまうちクリニック 久留米市東櫛原町２３０３－２３　 0942-32-7011

福岡県 医療法人　陣の内脳神経外科クリニック 春日市春日原北町３－６３　ラフォーレ春日　１Ｆ 092-582-3232 ６ヶ月以上より対応

福岡県 池田脳神経外科 春日市小倉１－１　 092-589-0150 １歳以上より対応　電話予約不要

福岡県 医療法人　三田医院 糟屋郡篠栗町中央４丁目１７番２９号　 092-947-6555 ６ヶ月以上より対応

福岡県 医療法人　あきもとこどもクリニック 福岡市早良区高取１丁目２８－２４　 092-852-2570 ６ヶ月以上より対応

福岡県 医療法人　医王光徳会　フカガワクリニック 福岡市早良区西新２－７－８　ラクレイス西新２階 092-845-6105 小学生以上より対応

福岡県 医療法人　松本小児科医院 福岡市早良区西新４－８－１６　 092-821-6335 ６ヶ月以上より対応

福岡県 医療法人　クリスタルビルクリニック 福岡市中央区天神４－６－７　JRE天神クリスタルビル８Ｆ 092-725-8822

福岡県 医療法人　健誠会　ゆめタウン総合クリニック 福岡市東区東浜１－１－１　 092-631-8027 小学生以上より対応

福岡県 医療法人　府川医院 福岡市南区井尻３丁目１４－２５　 092-584-3210 ３歳以上より対応

福岡県 医療法人　菅原内科医院 福岡市南区大橋２－３－２０　 092-541-5494 ３歳以上より対応

福岡県 医療法人　朝日クリニック内科・皮膚科 福岡市博多区博多駅前２－１－１　朝日ビル４階 092-411-2416 ３歳以上より対応

福岡県 一般財団法人　西日本産業衛生会　福岡健診診療所 福岡市博多区博多駅前２－２０－１　大博多ビル６Ｆ 092-471-1165

福岡県 一般財団法人　日本予防医学協会　ウェルビーイング博多 福岡市博多区博多駅前３－１９－５　博多石川ビル　２Ｆ 092-472-0222

福岡県 医療法人　要会　かなめクリニック 北九州市小倉南区北方２－８－４　 093-931-4100 小学生以上より対応　完全予約制

福岡県 秋吉内科・小児科医院 北九州市小倉北区米町１－５－１０　 093-521-9302

佐賀県 医療法人　福翔会　福岡病院 佐賀市開成６丁目１４－１０　 0952-31-4611 高校生以上より対応

佐賀県 医療法人　純伸会　矢ヶ部医院 佐賀市木原３－２－１１　 0952-29-6121

長崎県 医療法人　澤田胃腸科内科医院 大村市小路口本町３３０－１　 0957-55-1507 ３歳以上より対応

長崎県 医療法人　あおぞら内科クリニック 長崎市元船町５－４　メディカルモール元船２Ｆ 095-829-2100 １３歳以上より対応

長崎県 ささの耳鼻咽喉科クリニック 長崎市桜馬場１－４－１７　 095-829-0801 １歳以上より対応

長崎県 医療法人　宮崎内科医院 長崎市白鳥町３－１２　 095-845-0312
小学１年生以上より対応　中学生以下は
小児科にて対応（要事前問合せ）

熊本県 医療法人　桜十字　メディメッセ桜十字クリニック 熊本市中央区平成３丁⽬２３－３０　サンリブシティ くまなん ３Ｆ 096-378-1182 高校生以上より対応

熊本県 医療法人　桜十字　桜十字病院 熊本市南区御幸木部１－１－１　 096-378-1111 中学生以下は小児科にて対応　完全予約制

熊本県 医療法人　しみず会　しみず整形外科内科クリニック 熊本市南区出仲間６－１１－１　 096-378-1822 ６ヶ月以上より対応

熊本県 医療法人　弘智会　大林新地クリニック 熊本市北区清水新地７－９－２２　 096-386-3337 ３歳以上より対応

熊本県 池田クリニック 合志市幾久富１８６６－１３３２　 096-248-8600 １０歳以上より対応

大分県 くぼた高江クリニック 大分市高江南３丁目１－１　 097-554-3230 ６ヶ月以上より対応

大分県 坂ノ市こどもクリニック 大分市坂ノ市西１－７－８　 ＷＥＢ予約

大分県 社会医療法人　関愛会　よつばファミリークリニック 大分市大字横尾１８５９番地　 097-520-8686 ６ヶ月以上より対応

大分県 医療法人　善昭会　菜の花クリニック 大分市大字佐賀関２２６６　 097-575-3260 ３歳以上より対応

大分県 社会医療法人　関愛会　佐賀関病院 大分市大字佐賀関７５０－８８　 097-575-1172

大分県 医療法人　藤本育成会　大分こども病院 大分市大字片島８３－７　 097-567-0050 ６ヶ月以上より対応

大分県 医療法人　敬正会　米満内科医院 大分市明野南１－２７－１０　 097-551-1170

宮崎県 医療法人　三原内科 宮崎市源藤町源藤８７６－１　 0985-53-6226 １歳以上より対応

宮崎県 医療法人　清和会　吉森医院 日向市原町４－１－８　 0982-52-4046 完全予約制

鹿児島県 医療法人　兒玉医院 肝属郡東串良町川東３４３５番地　 0994-63-8522

鹿児島県 田村クリニック 鹿児島市宇宿３－２９－１０　 099-256-2222 １歳以上より対応

鹿児島県 医療法人　喜望会　喜入クリニック 鹿児島市喜入町６０１６　 099-345-3210 １５歳以上より対応

鹿児島県 つみのり内科クリニック 鹿児島市中山町５１５７　１Ｆ　 099-266-0611 ６ヶ月以上より対応

鹿児島県 医療法人　恵山会　共立病院 鹿児島市南郡元町１１－１１　 099-255-3151 中学生以上より対応

沖縄県 クリニックぎのわん 宜野湾市大山７－７－２２　 098-890-1213 ３歳以上より対応

沖縄県 医療法人　愛和会　愛和ファミリークリニック 那覇市おもろまち３－６－３　愛和ビル　２階 098-941-7255 １歳以上より対応

沖縄県 かなぐすくクリニック 那覇市金城５－１６－１３　 098-857-7788 ６ヶ月以上より対応

沖縄県 開邦クリニック 那覇市古波蔵２－４－１４　 098-832-3259

沖縄県 一般財団法人　琉球生命済生会　琉生病院 那覇市字大道５６　 098-885-5131 １６歳以上より対応

沖縄県 嘉数胃腸科外科医院 那覇市仲井真３７９－２　 098-832-1111 １５歳以上より対応
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