
インフルエンザ予防接種契約医療機関一覧表 （2022/08/19 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、かならず接種者全員分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

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

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１１９８－１　 059-391-0555

三重県 医療法人　あそクリニック 三重郡菰野町潤田２１５０－３　 059-394-5577 １歳以上より対応

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 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 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

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 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 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 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

滋賀県 しが健康医療生活協同組合　医療生協　こうせい駅前診療所 湖南市針３３７－１　 0748-71-3222

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 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 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 一般財団法人　京都工場保健会診療所 京都市中京区西ノ京北壺井町６７番地　 0120-823-052 高校生以上より対応

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　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 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

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 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　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 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 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

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 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 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

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 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

　※医療機関へお電話をされる場合、契約の都合上、9月下旬以降からお願いします
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都道府県 医　　療　　機　　関 住　　所 TEL（予約方法） 備　　考

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 一般財団法人　大阪国際空港メディカルセンター 豊中市蛍池西町３－５５５　大阪空港ターミナルビル１Ｆ 06-6856-6485

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　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　敬節会　敬節クリニック 枚方市岡東町１２－３－４０２　 072-804-5522 子供は対応不可

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 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　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 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　中西医院 箕面市半町４－１－２７　 072-722-2198

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 医療法人　眞康会　整形外科鳴嶋クリニック 和泉市府中町７丁目２－５　 0725-43-8088

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 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 医療法人財団　春日野会　春日野会病院 神戸市中央区野崎通４丁目１－２　 078-221-6221 １６歳以上より対応

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

兵庫県 医療法人社団　仁愛会　中川医院 神戸市東灘区深江北町３丁目４－２２　深江ハイツ１階 078-431-6880

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

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 やすもと内科クリニック 宝塚市旭町１－１８－２３－２　 0797-86-1230

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 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

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

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 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

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 たかだこどもクリニック 生駒市山崎町２１－２８　 0743-72-1661

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

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 登美ヶ丘クリニック 奈良市中登美ケ丘４－３　 0742-41-6556

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 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 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　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
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