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インフルエンザ予防接種補助のご案内

補助額

接種期間

対象者

注意事項

・「大同健保の補助」の対象とならない方
①接種日に65歳以上の方
   予防接種法により、年1回のワクチン接種でかかった費用の一部を
   公費（市町村等）の補助制度を使って受けることができます
②勤務先の指示により接種する方 （医療従事者、警備員等）
③厚生労働省未認可の薬剤を日本国内で接種する方 　　
   例：噴霧型の生ワクチン「フルミスト」
④海外で接種する方
⑤子ども等、公費（市区町村）の補助制度により接種する方
⑥接種期間以外の日に接種した方

・事業所で集団接種する場合は、個人の補助申請が不要になる場合があります。
  会社の説明に基づき申請してください。

・補助申請対象でない方が、「利用券」を使用した場合は、後日補助対象外となった
  接種費用の全額を事業所を通じて徴収します。
  なお、接種後に退職等の理由により、事業所で徴収ができない場合は、
  大同健保指定口座へお振込みをお願いします。（振込手数料本人負担）
・契約医療機関一覧表は、随時更新しますので、大同健保ホームページを必ず
  ご確認ください。
・医療機関のワクチン数には限りがあるため、ワクチンが不足する可能性があります。　　
  また医療機関によって接種できる年齢や予約の可否等が異なりますので、

必ずお早めに電話にてご確認ください。

当健康保険組合は、本年も「インフルエンザ予防接種費用」の補助をおこないますので、
この機会にご利用ください。
昨年までの申請方法と異なりますので、必ず最後までお読みください。

2020年10月1日（木）～2021年１月31日（日）

大同特殊鋼健康保険組合の被保険者・被扶養者
接種日に任意継続（保険証記号288）の方は、「利用券」は
ご利用いただけません。（Ⅱで申請してください）  

上限 2,000円（接種１回/人）

大同特殊鋼健康保険組合2020年度
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接種方法 予防接種の補助を受けるには２種類の方法があります

Ⅰ契約医療機関接種
（P3～15参照）

「利用券」を使用した場合
大同健保への補助申請は不要

※「利用券」を使用しない場合は
　Ⅱにて申請してください。

大同健保への補助申請が必要

事業所担当部署経由で提出
任意継続の方は、健保へ送付

（送料ご負担ください）
　申請期限：2021年2月末日健保必着

2,000円を超える接種費用については
給与天引き等、後日事業所より徴収

（窓口での支払いはなし）

接種費用全額を医療機関に支払った後、
申請により2,000円までの補助額を

事業所経由で支給

契約医療機関に電話し、接種対象の
年齢や予約の可否等を確認

P16のインフルエンザ予防
接種利用券に必要事項を記入

接種当日インフルエンザ予防接種利用券と
健康保険証を医療機関窓口へ提出

当日の接種費用の窓口支払い なし

補助費用2,000円を超えた金額は、
後日給与天引き等で徴収 各事業所等から、補助金 上限2,000円を支給

任意継続の方へはお届けの金融機関へ振込

大同健保受理・内容をチェックした後、
事業所へ支給（おおよそ申請受理月の翌々月）

接種後「Ｐ19補助金申請書」に必要事項を記入
※12月よりWEB申請が可能になります（Ｐ18）
　領収証（原本）を添付のうえ、事業所担当部
   署へ提出（任意継続の方は健保へ送付）

注）領収証（原本）は返却できませんので、必要
　 な方は、必ずコピーをとったうえで原本を提
    出してください。

※必須記載項目
①接種年月日
②接種者の氏名
③支払金額
④内容
   「インフルエンザ予防接種」
⑤医療機関名 印

【必要書類】   ・補助金申請書（Ｐ19）
                   ※12月よりWEB申請が可能（Ｐ18）
                  ・領収証（原本）接種者ひとり1枚

※注意
接種後に退職等で、給与天引
き等事業所で徴収できない場
合は、大同健保より、お振込み
の依頼をご自宅へお送りするこ
とをお知りおきください。

Ⅱ契約医療機関以外で接種
（P18～19参照）
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インフルエンザ予防接種契約医療機関一覧表 （最新の一覧は健保ＨＰにてご確認ください）
医療機関を選び、必ず電話にて対象年齢や予約可否等を確認してください。
　注1）契約医療機関で予防接種を受ける場合は「インフルエンザ予防接種利用券」と「被保険者証」の提示が必要です。

　   　　忘れずにお持ちください。（忘れた場合は契約医療機関以外での接種と同じ扱いとなります。）

　注2）契約医療機関以外で予防接種を受ける場合は実費精算となります。後日、補助申請をすることで上限2,000円まで補助いたします
　注3）噴霧型の生ワクチン「フルミスト」は、国内では未承認のため補助対象外となります。

都道府県 医　　療　　機　　関 住　　　　　所 Ｔ　Ｅ　Ｌ 備　　　考

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

医療法人社団　あおばクリニック 河西郡芽室町東７条６丁目３－１０ 0155-62-2711

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

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 ３歳以上より対応

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

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

医療法人社団　小川医院 札幌市白石区本通１６丁目北１１－１４ 011-864-7995

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

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

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

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

医療法人社団　上田病院 室蘭市東町２－２４－６ 0143-44-3690

医療法人社団　白鳥台医院 室蘭市白鳥台５－３－１４ 0143-59-2551 １歳以上より対応

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

医療法人社団　古泉循環器内科クリニック 千歳市千代田町３丁目５三丁目セントラルビル４階 0123-40-0022

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

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

医療法人　十勝勤労者医療協会　帯広病院 帯広市西９条南１２丁目４ 0155-21-4111 子供は対応不可

札内北クリニック 中川郡幕別町札内共栄町１９－５ 0155-20-7750

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 ６歳以上より対応

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

医療法人社団　北星会　とまこまい北星クリニック 苫小牧市拓勇東町４丁目４－６ 0144-57-8000

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

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

医療法人社団　松沢クリニック 苫小牧市明野新町５－１３－２１ 0144-57-7171 子供は対応不可

内科小児科歯科　竹田クリニック 函館市元町２９－２１ 0138-26-5811

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

医療法人　雄心会　函館おおてまちクリニック 函館市大手町１－２１ 0138-23-1062 子供は対応不可

社会医療法人　仁生会　西堀病院 函館市中道２－６－１１ 0138-52-1531

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４－４ＫＭＲビル２Ｆ 011-370-3355 １歳以上より対応

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

青山胃腸科内科クリニック 弘前市川先２－３－７ 0172-27-2323

育成会内科小児科 十和田市西三番町１－２８ 0176-23-3821

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

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

橋本耳鼻科クリニック 八戸市湊高台５－２０－１８ 0178-33-8711

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

医療法人社団　龍彦会　関谷医院 奥州市江刺区大通り５－２０ 0197-35-3511

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

医療法人財団　五倫会　ももせクリニック 塩竈市清水沢４丁目３７‐２０ 022-361-8201 中学生以上より対応

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

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

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 ６ヶ月以上より対応

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

徳永クリニック 仙台市宮城野区新田東２丁目１４－３ 022-343-8353 ６歳以上より対応

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

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

かとう内科医院 仙台市青葉区一番町１－５－３５ 022-722-5005

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

医療法人社団　貝ヶ森きむら医院 仙台市青葉区貝ヶ森６－１５－８ 022-279-7200

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

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

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

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（高校１年生
以上）より対応

一般財団法人　宮城県成人病予防協会　中央診療所 仙台市青葉区中央１－３－１アエル１２階 022-375-7113

高森クリニック 仙台市泉区高森４－６－６ 022-777-1888 ６ヶ月以上より対応

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

仙台胃腸クリニック 仙台市泉区上谷刈２－４－３０ 022-218-3888 １５歳以上より対応

一般財団法人　宮城県成人病予防協会　仙台循環器病センター 仙台市泉区泉中央１－６－１２ 022-375-7113

仙台北部整形外科 仙台市泉区大沢２丁目１３－４ 022-776-1888

おおしろファミリークリニック 多賀城市大代５－４－３ 022-762-6560 ６ヶ月以上より対応

北海道

青森県

岩手県

宮城県

1 

Ⅰ契約医療機関接種の方
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都道府県 医　　療　　機　　関 住　　　　　所 Ｔ　Ｅ　Ｌ 備　　　考

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 １歳以上より対応

広面ファミリークリニック 秋田市広面土手下５２－２ 018-831-1388 １歳以上より対応

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

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

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

医療法人　道済会　みちや内科胃腸科 いわき市小名浜住吉字道下３３ 0246-58-4180 ４歳以上より対応

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 ３歳以上より対応

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

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

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

医療法人　安斎外科胃腸科医院 福島市北五老内町３－２２ 024-535-3353 子供は対応不可

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

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

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

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

古橋耳鼻咽喉科医院 下妻市大串１２０－２ 0296-45-0777 １歳以上より対応

まつだこどもクリニック 下妻市長塚４２３－１ 0296-30-5558 １６歳以上は対応不可

梅田医院 古河市久能１０１８－４ 0280-91-2023 １歳以上より対応

医療法人　仁寿会　総和中央病院 古河市駒羽根８２５－１ 0280-92-7055 １歳以上より対応

医療法人　塚原医院 古河市尾崎３８１０－３ 0280-76-2323

さくらクリニック 鹿嶋市大字宮津台２３４６－３８ 0299-90-7722

医療法人　西秀会　西間木病院 取手市戸頭１－８－２１ 0297-78-1101

桜ヶ丘メルクリニック 取手市取手桜が丘１－１７－１ 0297-70-3070

野口医院 神栖市知手９８－４１ 0299-96-7373 １歳以上より対応

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

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

医療法人社団　神幸会　ひかりクリニック 神栖市矢田部７８０１－３１ 0479-48-5681

東郷クリニック 土浦市中荒川沖東３－１９－３０ 029-843-7770

新島スカイクリニック 日立市鮎川町３‐１‐２１ 0294-33-5511 ３歳以上より対応

医療法人　聖麗会　聖麗メモリアル高鈴 日立市高鈴町１－１８－１ 0294-23-6060

石川内科ファミリークリニック 日立市桜川町３－１１－１５ 0294-33-8600 １歳以上より対応

医療法人　田村内科医院 日立市若葉町３－１－２ 0294-24-6125

柴原皮膚科 日立市助川町１－７－９ 0294-24-2611 １歳以上より対応

医療法人社団　日鉱記念病院 日立市神峰町２－１２－８ 0294-24-1212

医療法人　なめき皮フ科クリニック 日立市田尻町４－４９－２１ 0294-43-2222 １歳以上より対応

おおたしろクリニック 日立市平和町１－１７－１５ 0294-22-8800 中学生以上より対応

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 １歳以上より対応

北茨城市民病院 北茨城市関南町関本下１０５０ 0293-46-1121 １歳以上より対応

医療法人　誠之会　廣橋クリニック 北茨城市大津町２５１９ 0293-46-5111 ３歳以上より対応　要予約

村井医院 龍ヶ崎市愛戸町５５ 0297-62-3380

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

医療法人　斎藤内科医院 宇都宮市下岡本町４５５６－５ 028-673-6746 １歳以上より対応

医療法人社団　竹山会　青木医院 宇都宮市元今泉１丁目３－１１ 028-634-2100

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

清原台こどもクリニック 宇都宮市清原台２丁目４－１４ 028-305-6017

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

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

五味淵医院 宇都宮市大道り３－１－１５ 028-633-3721

さいとう医院 宇都宮市東峰町３０８０－６８ 028-613-5666 １歳以上より対応

ひだまりの森クリニック 宇都宮市東峰町３４４１－１１ 028-615-7231

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

医療法人社団　健暉会　清原診療所　巡回健診部 宇都宮市宝木本町２２９３－１３ 028-666-3800

野木病院 下都賀郡野木町友沼５３２０－２ 0280-57-1011

医療法人　南河内診療所 下野市薬師寺２４７２ 0285-47-1070 ６ヶ月以上より対応

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

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

医療法人　花垣内科医院　つちやカルディオクリニック 小山市東間々田２－１０３－３ 0285-41-5551

岡田小松崎クリニック 真岡市大谷本町７－１７ 0285-84-1941 完全予約制（ＷＥＢ）

医療法人　光愛会　高橋外科医院 大田原市住吉町１－１１－２０ 0287-22-2624 ６ヶ月以上より対応

医療法人　愛生会　藤田産婦人科医院 那須塩原市宮町５－１９ 0287-62-0115 ３歳以上より対応

ハートクリニック 館林市富士見町４－２３
１歳以上より対応
土曜日不可　平日１６時まで

大戸診療所 吾妻郡東吾妻町大戸１３－１ 0279-69-3214 １歳以上より対応

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

森医院 渋川市」石原２０８－４ 0279-23-8733 １歳以上より対応

川島内科クリニック 渋川市渋川１７７０

医療法人　純雅会　奈良内科医院 渋川市渋川２０７８－２１

中野医院 渋川市渋川８９３－３３ 0279-22-1219

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 １３歳以上より対応

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

高沢胃腸科外科 太田市新井町５６７－１ 0276-45-1133

福島県

秋田県

茨城県

栃木県

群馬県
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群馬県 医療法人　徹裕会　蜂谷病院 邑楽郡大泉町朝日４－１１－１ 0276-63-0888

石川内科医院 さいたま市浦和区岸町４－２４－１２ 048-822-4080

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

医療法人　明浩会　西大宮病院 さいたま市大宮区三橋１－１１７３ 048-644-0511
１６歳以上（高校生以上）
より対応

あきやま胃腸科肛門科クリニック さいたま市大宮区大成町３－５４２ 048-661-6110 ６歳以上より対応

かみしまクリニック さいたま市中央区下落合２－１６－９ 048-823-7555 ３歳以上より対応

医療法人　慶和会　武蔵浦和耳鼻咽喉科 さいたま市南区白幡４－２１－７武蔵浦和医療ビル２Ｆ 048-839-4187 １歳以上より対応

ひまわりの丘クリニック さいたま市北区宮原町３－５２７－１第２シマ企画ビル３Ｆ 048-666-7233

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
中学生以下接種の場合は要母子手帳
予約不要（詳細はＨＰ参照）

医療法人　遠藤クリニック 越谷市千間台東１－９－１ 048-978-1781 ６ヶ月以上より対応

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

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

医療法人　新井病院 久喜市久喜中央２－２－２８ 0480-21-0070 高校生以上より対応

野原医院 久喜市本町１－１－３５ 0480-24-2011 ３歳以上より対応

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４８ 048-533-8836 ３歳以上より対応

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

関根医院 熊谷市本町２－４３ 048-521-1003
１歳以上より対応
かかりつけ家族のみ対応

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

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

医療法人社団　彩優会　秋谷病院 幸手市中４－１４－４１ 0480-42-2125

医療法人　芳喜会　小川医院 坂戸市大字小沼８４６ 049-281-0839 １歳以上より対応

志木江原耳鼻咽喉科 志木市本町５－２３－２６－１０１ 048-473-7929 ６ヶ月以上より対応

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 小学生以上より対応

医療法人社団　みずの会　みずの内科クリニック 所沢市中新井４－２７－４ 04-2942-4100

医療法人　東医研　松沢医院 上尾市西宮下４－３３５－１ 048-776-0555

医療法人　健好会　石橋内科クリニック 上尾市中分１－１－６ 048-783-1484

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

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 048-778-8489

城西内科クリニック 新座市栗原５－６－２６ 042-421-9321
中学生以上より対応
予約制（電話）

清水医院 新座市東北２－２－８ 048-476-2111

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

ひまわり診療所 新座市馬場１－２－３３－１階 048-485-9788

医療法人社団　青葉会　新座病院 新座市堀ノ内３－１４－３０ 048-481-1611 １歳以上より対応

医療法人　愛和会　愛和病院 川越市古谷上９８３－１ 049-235-8811

医療法人　河靖会　河野医院 川越市寺尾８８ 049-243-9464

医療法人　和心会クリニック 川越市的場８２６－１ 049-231-2005 １歳以上より対応

川越江原耳鼻咽喉科 川越市天沼新田２７６－１ 049-233-7743 ６ヶ月以上より対応

医療法人社団　厚生会　埼玉厚生病院 川口市南鳩ヶ谷６－５－５ 048-281-7611

水野クリニック 草加市栄町３－６－６ 048-930-1700 ６歳以上より対応

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

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

医療法人　積仁会　旭ケ丘病院 日高市森戸新田９９－１ 042-989-1121

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

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

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

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

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

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 １歳以上より対応

牧の原いとうクリニック 印西市原４－１ 0476-47-5011

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

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

茂田大和田クリニック 君津市大和田５－１－２ 0439-50-8877 ６ヶ月以上より対応

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
１０／１７～１２／１３土日のみ
ＨＰより予約のみ

医療法人社団　敬和会　木村内科 四街道市鹿渡７２８－１７ 043-433-1223 中学生以上より対応

西岡クリニック 市原市ちはら台東１－２－１３ 0436-50-5855

医療法人社団　高原会　原村医院 市原市玉前７６ 0436-21-1259 １１歳以上より対応

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

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

医療法人社団　内田医院 市原市姉崎１８７５ 0436-61-1201

医療法人社団　慈協会　市原メディカルキュア 市原市姉崎６５８ 0436-61-0519

こしかわハートクリニック 市原市姉崎東２－１１－６ 0436-62-5488

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
７歳以上（小学生以上）
より対応

有秋台医院 市原市有秋台西１－７ 0436-66-3838

近藤小児科 市川市行徳駅前３－１６－２６ 047-395-7206

埼玉県

千葉県
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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
完全予約制

渡辺医院 市川市新田１－２－１４ 047-322-7159 １歳以上より対応

本八幡クリニック 市川市南八幡５－１１－１４ミハエルビル１Ｆ 047-370-2222 １歳以上より対応

医療法人社団　保健会　メディカルスクエア奏の杜クリニック 習志野市奏の杜２－１－１奏の杜フォルテ２階 047-406-5001 高校生以上より対応

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

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１２３－５

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

医療法人社団　ＡＺＭＥＤＩＣＡＬ　小中台クリニック 千葉市稲毛区小中台町１３４１－１中村ビル２Ｆ 043-255-2781

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

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３－２２－２ 043-297-1911
１歳以上より対応
毎週火曜日午前中不可
午前は１１時３０分、午後は１７時３０分まで

医療法人社団　中山内科クリニック 千葉市若葉区千城台北３－２１－１イコアス千城台２Ｆ 043-236-5800 中学生以上より対応

医療法人　緑栄会　三愛記念そがクリニック 千葉市中央区宮崎２－１１－１５ 043-261-0411 子供は対応不可

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 ６ヶ月以上より対応

医療法人社団　福寿会　鷲見医院 千葉市中央区今井２－７－９ 043-261-0911 ３歳以上より対応

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

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

公益財団法人　ちば県民保健予防財団 千葉市美浜区新港３２－１４ 043-246-8664

深浦内科クリニック 千葉市美浜区真砂４－１－１０ショッピングセンターピア３Ｆ 043-278-3736 中学生以上より対応

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 ６ヶ月以上より対応

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

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

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
接種期間は１１月のみ

すぎおかクリニック 船橋市夏見台３－９－２５
中学生以上より対応
事前予約不可

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

ならしの内科外科 船橋市三山２－１－１１ 047-403-8400 中学生以上より対応

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
３歳以上より対応
接種未経験３歳以上～１６歳以下は不可
２歳以下で過去接種歴がある場合要相談

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

医療法人社団　青山会　船橋みなとクリニック 船橋市湊町２－８－９ 047-433-5105

髙橋医院 袖ヶ浦市横田２６２４ 0438-75-2017

医療法人社団　健誠会　Ｋｅｎクリニック 袖ヶ浦市蔵波台６－１９－１ 0438-64-0211

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

内科小児科　菱沼医院 袖ヶ浦市福王台３－１－１ 0438-62-1822

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
接種期間は１０月～１２月末

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

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

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
９時～１１時、１４時～１６時に来院の
場合は予約不要

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
金・土曜午後は受付不可
子供接種できない曜日有　要事前問合せ

佐々木クリニック 八千代市ゆりのき台４－１－８ベルジェールゆりのき２Ｆ 047-480-8888 ５歳以上より対応

医療法人社団　三東会　竹内医院 富津市大堀２－１４－１５ 0439-87-0012 ６ヶ月以上より対応

渡辺医院 茂原市長尾２５９２ 0475-27-7733
自治体からの高齢者インフルエンザ予約票
所持者は要持参

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

真舟外科内科クリニック 木更津市真舟２－４－１６ 0438-36-1101 予約制

医療法人社団　松清医院 木更津市清見台南１－９－６ 0438-98-2065

医療法人社団　ゆうめい会　八幡台クリニック 木更津市八幡台３－１－２５ 0438-37-0709 １歳以上より対応

医療法人社団　明敬会　重城病院 木更津市万石３４１－１ 0438-40-0801

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 04-7157-6680 １５歳以上より対応

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

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

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

医療法人社団　順晃会　稲見内科医院 江東区大島５－８－１ 03-3637-1800

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

赤羽根医院 江東区東砂２－１１－２７ 03-3648-3622

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

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

アイビークリニック虎ノ門 港区虎ノ門１丁目８－８ 03-5501-1511
３歳以上より対応
完全予約制

医療法人社団　貴雄会　神谷町クリニック 港区虎ノ門３－１７－１ＴＯＫＹＵ　ＲＥＩＴ虎ノ門ビル１階 03-3433-0343 １５歳以上より対応

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 03-6854-1220
１２歳以上より対応
電話予約不要

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

医療法人社団　佳有会　品川イーストクリニック 港区港南２－１５－２品川インターシティＢ棟２階 03-5783-5521
１６歳以上より対応
高校生は親同伴必須

芝浦スリーワンクリニック 港区芝浦１－１－１浜松町ビルディング１階プラザ １１１内 03-6779-8181 １６歳以上より対応

千葉県
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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

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

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

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

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

医療法人社団　大星会　大星クリニック 港区赤坂２丁目９－１１オリックス赤坂２丁目ビルＢ１ 03-6426-5933 小学生以上より対応

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 03-5549-1901
１２歳以上より対応
要電話予約

医療法人社団　ミッドタウンクリニック　東京ミッドタウンクリニック 港区赤坂９－７－１ミッドタウンタワー６Ｆ

医療法人社団　東京桜十字　泉ガーデンクリニック 港区六本木１－６－３泉ガーデンウイングＢ１Ｆ 03-6854-1220
１２歳以上より対応
電話予約不要

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

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

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

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

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
厚生省ＨＰの予診票持込可
コロナ対策の為院内で待てないことあり

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

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 １５歳以上より対応

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　要予約

三鷹駅前内科・糖尿病クリニック 三鷹市下連雀３－３６－１トリコナ３階 0422-24-8010 １６歳以上より対応

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

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

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

医療法人社団　東京桜十字　恵比寿ガーデンプレイスクリニック 渋谷区恵比寿４－２０－３恵比寿ガーデンプレイスタワー３Ｆ 03-6854-1515
１２歳以上より対応
電話予約不要

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 １３歳以上より対応

医療法人社団　野村会　昭和の杜病院 昭島市宮沢町５２２－２ 042-500-2611

なりさわ内科クリニック 昭島市昭和町２－１－１４パレットビル２Ｆ 042-541-8820 １８歳以上より対応

医療法人社団　榊原厚生会　新宿三井ビルクリニック 新宿区西新宿２－１－１新宿三井ビル４Ｆ 03-3344-3311 子供は対応不可

医療法人　東京桜十字　新宿桜十字クリニック 新宿区西新宿７－１０－１Ｏ‐ＧＵＡＲＤ　ＳＨＩＮＪＹＵＫＵ　５Ｆ 03-6279-1572
１２歳以上より対応
要電話予約

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

山形内科消化器科 杉並区荻窪５－１９－１５ 03-3398-0160 １３歳以上より対応

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

医療法人社団　窪田クリニック 杉並区高円寺北３－２５－２０ＳＫビル１Ｆ 03-6265-5791 １３歳以上より対応

一般社団法人　衛生文化協会　城西病院 杉並区上荻２－４２－１１ 03-3390-4166

医療法人社団　哺育会　杉並リハビリテーション病院 杉並区西荻北２－５－５ 03-3396-3181

杉並堀ノ内クリニック 杉並区堀ノ内２－２９－１４ライオンズマンション新高円寺１階 03-5929-1611

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

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１－６７－８Ａ・Ｋビル１Ｆ 03-6413-2211

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

医療法人社団　健隆会　石橋医院 世田谷区上馬１－１１－９ 03-3410-3377 １歳以上より対応

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

医療法人社団　成城こどもクリニック 世田谷区成城６丁目５－３４成城コルティ３F 03-3482-1100

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

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

医療法人社団　丸の内クリニック 千代田区丸の内１－６－２新丸の内センタービル４階（丸の内オアゾ内） 03-5220-2200

医療法人社団　榊原厚生会　榊原サピアタワークリニック 千代田区丸の内１－７－１２サピアタワー７階 03-5288-0011 １６歳以上より対応

医療法人社団　医王会　丸の内トラストタワークリニック 千代田区丸の内１－８－１丸の内トラストタワーＮ館２階 03-3214-8010 １０歳以上より対応

東京ビジネスクリニック 千代田区丸の内１－８－２鉄鋼ビルディング地下1階 03-6268-0079 ６ヶ月以上より対応

東京ビジネスクリニック グランスタ丸の内 千代田区丸の内１丁目９－１ＪＲ東日本東京駅構内地下１階 03-6259-1605

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 １３歳以上より対応

大手町内科胃腸クリニック 千代田区大手町１－５－１大手町ファーストスクエア　ウエスト１階 03-3287-3330 ３歳以上より対応

医療法人社団　裕健会　神田クリニック　健康管理センター 千代田区内神田２－４－１神田メディカルビル 03-3252-0763

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 小学生以上より対応

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

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　要予約

医療法人　東京桜十字　上野御徒町桜十字クリニック 台東区上野３－２１－５ＢＩＮＯ御徒町５Ｆ 03-5812-4456
１２歳以上より対応
要電話予約

医療法人社団　廣和会　藤本クリニック 台東区上野桜木１－１０－２２ 03-5685-2151

協和医院 台東区台東４丁目８－５Ｔ＆Ｔ御徒町ビル４Ｆ 03-3835-0186 １歳以上より対応

医療法人社団　千曲会　瀬川医院 大田区上池台２－２３－１１－１階 03-3727-5563

医療法人社団　しぶいこどもクリニック 大田区上池台２－４０－１１　Ｂ０２ 03-3748-0415

医療法人社団　誠知会　みらいメディカルクリニック西六郷 大田区西六郷１－１８－１１グランドソレイユ１階 03-6715-9388 小学生以上より対応

医療法人社団　弘久会　堀越医院 大田区南久が原２－５－２１ 03-3753-3731

医療法人社団　明芳会　イムス東京健診クリニック 中央区京橋１丁目１番地５号セントラルビル７Ｆ 03-3548-2451

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

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

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
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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

鹿島内科クリニック 町田市金森東１－２５－２９金森メディカルブラザＡー１ 042-710-1800 中学生以上より対応

医療法人社団　卯月会　古谷医院 八王子市みなみ野１－２－１アクロスモール八王子みなみ野２０３-Ｃ 03-4550-2326

医療法人社団　明芳会　イムス記念病院 板橋区常盤台４－２５－５ 03-3932-9181

医療法人社団　隆勇会　新河岸クリニック 板橋区新河岸１－３－２－１０１ 03-5921-1805
接種未経験の小児は
対応不可

医療法人社団　秀徹会　武藤クリニック 品川区上大崎３丁目１－１目黒セントラルスクエア２Ｆ 03-5449-4070

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

医療法人社団　彩珠会　大井町とうまクリニック 品川区大井１丁目１６－２ブリリア大井町ラヴィアンタワー２階 03-5718-4080 小学生以上より対応

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

上田診療所 品川区北品川１－１１－１寿ビル１Ｆ 03-5495-7800 ３歳以上より対応

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

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

目白おかの内科 豊島区目白３－１６－１５－１Ｆ 03-5988-3363 １歳以上より対応

医療法人社団　中央白報会　白報会王子病院 北区王子２丁目１４－１３ 03-3912-6611

明理会　中央総合病院 北区東十条３丁目２番１１号 03-5902-1199 １歳以上より対応

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

医療法人社団　つばさ　両国東口クリニック 墨田区両国３－２１－１グレイスビル両国８Ｆ 03-5638-6073

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

板津医院 目黒区東山３－１２－１コジマビル２Ｆ 03-5768-0808

医療法人社団　進興会　立川北口健診館 立川市曙町２－３７－７コアシティ立川ビル６Ｆ・９Ｆ 042-521-1212 子供は対応不可

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

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 子供は対応不可

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

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

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

鈴木医院 練馬区北町７－２０－３３ 03-5921-0322
３歳以上より対応
令和２年１２月２８日迄

医療法人　東京桜十字　恵比寿桜十字クリニック 渋谷区東３－９－１９VOTO恵比寿maxim B1F 03-6854-4003
１２歳以上より対応
電話予約不要

医療法人社団　原医院 横須賀市金谷２－１－２２ 046-851-1310 １歳以上より対応

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

さいとう小児科 横浜市磯子区岡村７－２０－１４ 045-752-4882

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

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

磯子しおかぜ診療所 横浜市磯子区森１－８－２０ 045-751-7241 ＨＰ要事前確認

関田医院 横浜市磯子区森２－２５－１６ 045-752-3026

医療法人　早明会　林内科医院 横浜市磯子区杉田１－２１－９ 045-772-1173 中学生以上より対応

いけがわ医院 横浜市金沢区洲崎町４－３ 045-782-8235 １歳以上より対応

松瀬医院 横浜市金沢区富岡西５－５－１４ 045-773-0397

医療法人社団　青木こどもクリニック 横浜市金沢区六浦南２－９－１４六浦診療所２Ｆ 045-788-8181 予約制

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 ６ヶ月以上より対応

藤野クリニック 横浜市戸塚区品濃町５４３－５ 045-821-1120 １歳以上より対応

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

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

小島小児科医院 横浜市港南区東永谷２－２２－２０ 045-823-1121

医療法人社団　浅木クリニック 横浜市港北区菊名１－４－２ 045-401-8222 ２歳以上より対応

なみき内科クリニック 横浜市港北区篠原町１１２９岸根公園駅前ＵＵビル２Ｆ　２０２号 045-430-3005 ６ヶ月以上より対応

服部クリニック 横浜市港北区大倉山１－２８－３ 045-545-0001

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

なのクリニック 横浜市港北区仲手原１－２６－１０ 045-710-0045

医療法人社団　たかみざわ医院 横浜市港北区日吉本町１－２３－５ 045-561-8641

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

医療法人　あべこどもクリニック 横浜市港北区箕輪町２－１５－２２ 045-566-2112

おおぐり医院 横浜市神奈川区七島町１２７－９ 045-430-1105

医療法人社団　ランドマーク医院 横浜市西区みなとみらい２－２－1ランドマークタワービル7階 045-222-5652 １３歳以上より対応

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

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

医療法人社団　健生会　長浜医院 横浜市青葉区あざみ野４－２－４ 045-901-2525

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
１３歳以上より対応
予約は当院HP

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

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

医療法人社団　大星会　横浜大星クリニック 横浜市中区桜木町１－１－８日石横浜ビル２９階 045-683-6067 小学生以上より対応

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

ふくし内科クリニック 横浜市鶴見区駒岡４－１８－２０ 045-573-7191 ６ヶ月以上より対応

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 ６ヶ月以上より対応

医療法人　健美会　新田耳鼻咽喉科 横浜市鶴見区北寺尾４－１－３ 045-576-1265 ６ヶ月以上より対応

しんぼこどものクリニック 横浜市都筑区中川１－１０－３３中川駅前郵便局２階 045-913-0501 ６ヶ月以上より対応

みたに内科クリニック 横浜市都筑区中川１－１４－１０－１Ｆ 045-910-0933

仲町台駅前まつのぶクリニック 横浜市都筑区仲町台１丁目２－２０フロンティアビル２０２号 045-943-3377 予約制

東京都

神奈川県
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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

原整形外科医院 横浜市南区弘明寺町２６８ 045-714-0037

ゆずりはクリニック 横浜市保土ヶ谷区峰岡町１－１３－１津村ビル１Ｆ 045-459-6391

松岡クリニック 横浜市緑区中山一丁目５番８号レオナードビル中山２Ｆ 045-931-8381 中学生以上より対応

長津田厚生総合病院 横浜市緑区長津田４－２３－１ 045-981-1205

みなみ台内科クリニック 横浜市緑区長津田みなみ台４－４－４ 045-988-1507

医療法人社団　玉井小児科神経クリニック 海老名市上今泉４－１３－１８ 046-233-7005

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 １歳以上より対応

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

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

新井医院 厚木市旭町１－２７－５ＭＳビル３Ｆ 046-229-4341 ７歳以上より対応

馬嶋医院 厚木市下荻野１１２０ 046-241-1350 ６ヶ月以上より対応

厚木胃腸科医院 厚木市妻田南１－１６－３６ 046-223-1155 子供は対応不可

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歳以上より対応

本厚木かかりつけクリニック 厚木市中町３丁目１－１５笹生ビル 046-297-1919

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

玉井小児科 高座郡寒川町岡田５丁目５－８ 0467-74-2920 予約制

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

神部医院 高座郡寒川町宮山３０３５ 0467-74-5000

五島クリニック 高座郡寒川町倉見２１９７ 0467-74-8180 ４歳以上より対応

医療法人　博真会　永田外科 高座郡寒川町倉見３７９３－３ 0467-75-6075

医療法人社団　倉生会　倉見整形外科 高座郡寒川町倉見８４７－１ 0467-72-0201 １５歳以上より対応

横山外科胃腸科 高座郡寒川町田端１１５９ 0467-74-7707 ６歳以上より対応

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

医療法人社団　くりう内科クリニック 川崎市宮前区神木２－２－１宮崎台メディカルプラザＡ棟２Ｆ 044-862-7272

小野田医院 川崎市宮前区馬絹６丁目２２番１４号第一ケーエービル 044-854-8821

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

たつのこどもクリニック 川崎市幸区下平間３５９－１Ｆ 044-533-2391

国島医院 川崎市高津区下作延３－２２－７ 044-877-3871
６ヶ月以上より対応
ご来院前にＨＰ参照

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

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

医療法人　仁泉会　桐村医院 川崎市高津区千年２００－５ １７歳以下は保護者同伴

ナビタスクリニック川崎 川崎市川崎区駅前本町２６－１アトレ川崎８Ｆ 044-230-0581

川崎七福診療所 川崎市川崎区小田１－１－２　ソルスティス京町ビル４Ｆ 044-329-1122 ３歳以上より対応

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 接種期間は年内まで

医療法人社団　葵会　ＡＯＩ国際病院　健康管理センター 川崎市川崎区田町　２－９－１ 044-277-9272

医療法人社団　慶友会　第一クリニック 川崎市川崎区渡田新町２－３－５ 044-344-5232

上杉クリニック 川崎市中原区下小田中１－１５－３３ 044-766-7171 ６ヶ月以上より対応

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

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

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

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

山口外科 川崎市中原区新丸子町７４５－３ 044-733-4874

武蔵小杉くれ耳鼻咽喉科 川崎市中原区新丸子東３丁目１１００－１４ｆｏｏｄｉｕｍ武蔵小杉２階 044-411-3387
６ヶ月以上より対応
生後初接種は対応不可

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

医療法人　中島医院 川崎市中原区新城３－５－１ 044-766-3770 ６ヶ月以上より対応

医療法人　仁臣会　久保田クリニック 川崎市中原区木月祇園町１５－１ 044-431-1238

医療法人社団　新百合々丘龍クリニック 川崎市麻生区古沢７ 044-955-7231 １歳以上より対応

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

医療法人社団　藤順会　藤沢総合健診センター 藤沢市鵠沼橘１－１７－１１ 0466-23-3211 １５歳以上より対応

勝俣内科医院 藤沢市鵠沼橘１－４－１小山ビル２Ｆ２０１ 0466-27-5811

すが内科クリニック 藤沢市湘南台２－８－３０ＤＯＮＩＥ湘南３Ｆ 0466-45-5557 未就学児は対応不可

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

片瀬こどもクリニック 藤沢市片瀬３－１－３９片瀬クリニックプラザ２０１ 0466-29-5033 完全予約制

医療法人社団　こばりファミリークリニック 新潟市西区小新大通２－１－２５ 025-234-5577

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

医療法人社団　五味キッズクリニック 新潟市東区石山４－４－１４ 025-276-8107

西新発田クリニック 新発田市佐々木１７５ 0254-27-3717

医療法人社団　健心会　坂東病院 下新川郡朝日町道下９００ 0765-83-2299  

高岡駅南クリニック 高岡市駅南３－１－８ 0766-29-1200 ３歳以上より対応

宮林クリニック 射水市本町３－１２－２８カモン新湊ショッピングセンター３F 0766-84-8822

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

医療法人社団　わかさ内科クリニック 金沢市西念３－１６－２５ 076-234-1133 ６ヶ月以上より対応

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歳以上より対応

中村ペインクリニック 七尾市神明町ロ部１０－１ 0767-53-8688

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

医療法人社団　東野会　東野病院 小松市今江町７－４６８ 0761-22-0623

医療法人社団　よしだ小児科クリニック 能美市松が岡３－６７ 0761-51-6100

福井県 市立敦賀病院 敦賀市三島町１－６－６０ 0770-22-3611

新潟県

神奈川県

富山県

石川県

7 
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都道府県 医　　療　　機　　関 住　　　　　所 Ｔ　Ｅ　Ｌ 備　　　考

はせペインクリニック 敦賀市中央町１－１３－３０ 0770-25-1370

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 １９歳以上より対応

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

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

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

医療法人　ともみ内科医院 茅野市本町東３－５ 0266-82-0424 １歳以上より対応

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

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

医療法人　平成会　小島病院 長野市若里５丁目８番６号 026-217-3861 高校生以上より対応

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

にんじん通りハートクリニック 各務原市鵜沼南町２－１３０－５ 058-384-0899 子供は対応不可

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 １歳以上より対応

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

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

永田内科 各務原市那加西野町１２９ 058-382-4839 ６ヶ月以上より対応

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

医療法人　和光会　山田病院 岐阜市寺田７－１１０ 058-254-1411

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

一般財団法人　ききょうの丘検診プラザ 土岐市土岐ヶ丘２丁目１２番地の１ 0572-56-0115 子供は対応不可

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

東海クリニック 掛川市中央１－４－８ 0537-22-7070

一般財団法人　芙蓉協会　聖隷沼津第一クリニック　聖隷沼津健康診断センター 沼津市本字下一丁田８９５－１ 055-962-9882 高校生以上より対応（保護者同伴）

社会福祉法人　聖隷福祉事業団　聖隷静岡健診クリニック 静岡市葵区黒金町５５ 0120-283-170 １６歳以上より対応

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

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 子供は対応不可

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 ３歳以上より対応

中部健診 浜松市東区天王町１１７４－１ 053-569-8678

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

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

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

岩月外科内科クリニック 高浜市稗田町６－６－２７ 0566-53-3458

医療法人　純正会　小牧第一病院 小牧市中央５－３９ 0568-71-4390 １８歳以上より対応

中村クリニック 常滑市奥条４－８８ 0569-36-0063

ひだ小児科医院 常滑市字乙田２９─１ 0569-36-2800

医療法人　竹内会　竹内内科小児科 常滑市西之口８丁目６ 0569-42-1183

伊紀医院 常滑市大野町４丁目３９ 0569-43-5211

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 ６ヶ月以上より対応

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
電話予約不可

順和クリニック 大府市東新町３丁目１－２ 0562-46-5677

柊みみはなのどクリニック 大府市柊山町３－３１５ 0562-46-3341

飯塚医院 知多郡阿久比町大字福住六反田１－９ 0569-48-2131

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

医療法人　瑞心会　渡辺病院 知多郡美浜町大字野間字上川田４５－２ 0569-87-2111

医療法人　聖会　石川病院 知多郡武豊町字ヒジリ田２３ 0569-72-2345

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

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

医療法人　青山診療所 知多市旭南２丁目５４－１

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 １歳以上より対応

中井内科クリニック 知多市日長字神山畔１２３－１ 0569-42-0200 １歳以上より対応

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

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

こいで内科医院 東海市加木屋町倉池１６７－２ 0562-31-1650
１歳以上より対応
妊婦は対応不可

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 ６ヶ月以上より対応

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

じんのクリニック 東海市荒尾町寿鎌９８番地

医療法人　久野整形外科 東海市高横須賀町家下５０

小児科ハヤカワ医院 東海市高横須賀町北屋敷３０ 0562-32-0131

みわホームクリニック 東海市大田町蟹田１２６ 0562-32-0030 ６ヶ月以上より対応

石橋クリニック 東海市大田町替地４－１

西知多医療厚生組合　公立西知多総合病院 東海市中ノ池３－１－１ 0562-33-9800
中学生以下は小児科
（℡0562-33-5500）にて接種

如来山内科外科クリニック 東海市富貴ノ台２丁目１６５ 予約不要

ＫａＫｏ　ＭＥＤＩＣＡＬ　ｌｉｆｅ　ＣＬＩＮＩＣ 東海市富木島町前田面４４－３ 052-602-1776 １歳以上より対応

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 １歳以上より対応

クリニック・パパ 半田市山代町２丁目１０２－２ 0569-23-8886

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 ６ヶ月以上より対応

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

医療法人　あらかわ医院 尾張旭市大久手町中松原３９番地 0561-53-9668

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

福井県

山梨県

長野県

岐阜県

静岡県

愛知県

8 
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都道府県 医　　療　　機　　関 住　　　　　所 Ｔ　Ｅ　Ｌ 備　　　考

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

さかべ医院 碧南市志貴町２丁目８６

医療法人　青雲会　佐野医院 豊橋市松葉町３－１０ 0532-52-3906
１歳以上より対応
要事前問い合わせ

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

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

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

なかむら内科 名古屋市守山区上志段味海東４６８－２ 052-739-3030 １歳以上より対応

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

天子田おぎそクリニック 名古屋市守山区天子田２丁目１８０２－１ 052-773-1033

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

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

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 ６ヶ月以上より対応

医療法人　順秀会　星ヶ丘内科 名古屋市千種区井上町113番地星ヶ丘中央ビル3Ｆ 052-788-2222

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

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 子供は対応不可

伊東内科クリニック 名古屋市千種区山添町１－２６ 052-751-5588

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

医療法人　鹿志会　エルズメディケア名古屋 名古屋市中区栄２－１－１日土地名古屋ビル３階 052-737-6500 女性専用　子供は対応不可

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

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

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

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

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

医療法人　資生会　八事病院 名古屋市天白区塩釜口１丁目４０３ 052-832-2111 子供は対応不可

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 １歳以上より対応

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 ６ヶ月以上より対応

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
１歳以上より対応
妊婦は対応不可

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

佐井泌尿器科・皮フ科クリニック 名古屋市天白区平針２－１９０６ＫＭビル２Ｆ 052-847-5110

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

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

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

社会医療法人　宏潤会　だいどうクリニック 名古屋市南区白水町９番地 052-611-6265

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

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

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 １歳以上より対応

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

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

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

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

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

医療法人　宮口内科循環器科 桑名市星見ヶ丘９－１０２１ 0594-32-1222

桑名クリニック 桑名市長島町横満蔵５７３ 0594-45-8111 ６ヶ月以上より対応

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

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

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

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 ６ヶ月以上より対応

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

皮フ科サンクリニック 四日市市九の城町４－１６ 059-355-3030

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

医療法人　高見台クリニック 四日市市高見台１－２２－１ 059-339-1118

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

医療法人　西浦クリニック 四日市市西浦１丁目２－８ 059-355-5656 １歳以上より対応

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 ６ヶ月以上より対応

樋口皮フ科 四日市市川北１－１２－１２ 059-364-1187

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
要電話予約　接種は１０月末頃から開始

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

医療法人　悟りの会　貝沼内科 四日市市泊山崎町１０－１ 059-347-1188

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

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

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

医療法人　恵生会　嬉野医院 松阪市嬉野町１４２５－３ 0598-42-4455

大久保クリニック 松阪市宝塚町１５０９－５ 0598-22-0220 ６ヶ月以上より対応

小西ヒフ科医院 津市栄町２－４５７ 059-228-5498

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 ０歳以上～１２歳以下

三重県厚生農業協同組合連合会　鈴鹿中央総合病院 鈴鹿市安塚町山之花１２７５－５３ 059-382-1311

医療法人　白鳳会　白鳳クリニック 鈴鹿市庄野町２５５０ 059-378-2311

竹島医院 鈴鹿市神戸２－２１－１５ 059-381-1500 ３歳以上より対応

愛知県

三重県
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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

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

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 １歳以上より対応

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

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

医療法人　小川診療所 湖南市石部東２丁目５－３８ 0748-77-8082
１歳以上より対応
妊婦は対応不可

医療法人社団　仁生会　甲南病院 甲賀市甲南町葛木９５８ 0748-86-3131 高校生以上より対応

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

医療法人　高志会　竹内リウマチ科整形外科 甲賀市甲南町野尻７７－１ 0748-86-8205 中学生以上より対応

内田内科循環器内科 草津市渋川１－２－２６　ザ・草津タワー２階 077-516-0200

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

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

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

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

医療法人　小山内科医院 宇治市大久保町北の山２４－１ホクユービル４階 0774-46-3211

かねみつクリニック 京都市中京区西ノ京東栂尾町３ＪＲ二条駅ＮＫビル３Ｆ 075-821-2177 ５歳以上より対応

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

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

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

社会医療法人　生長会　ベルクリニック 堺市堺区戎島町４－４５－１1ホテル・アゴーラ リージェンシー大阪堺11階 072-224-7297 子供は対応不可

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

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

医療法人　岡原クリニック 堺市西区津久野町３－２７－５０ 072-267-6789

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

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

医療法人　松山医院 堺市北区金岡町１５９１－５ 072-257-0240

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 高校生以上より対応

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

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

医療法人　藤田医院 堺市北区南花田町３０２－１４ 072-251-4110

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

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

はくいクリニック 松原市丹南４丁目１６９－２ 072-336-7711

西田クリニック 寝屋川市成田町２５－２ 072-837-6766 ６ヶ月以上より対応

ともメディカルケアクリニック 寝屋川市石津中町３４－２２ 072-839-1181

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 小学生以上より対応

片山小児科 吹田市五月が丘南８－１０－１０６ 06-6388-3123 １歳以上より対応

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

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

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

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

三木医院 大阪市鶴見区安田４－８－２ 06-6913-1120 １歳以上より対応

医療法人　栄和会　大同クリニック 大阪市平野区長吉六反３－２１－７ 06-6790-1945

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
利用券・補助券についての不明点は
あまの創健（052-930-8071）まで

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

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

株式会社　互恵会　大阪回生病院 大阪市淀川区宮原１－６－１０ 06-6393-8069

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 １歳以上より対応

医療法人　岡本医院 東大阪市森河内西２丁目２０－１９ 06-6781-2051

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

医療法人　竹村内科 東大阪市菱屋西３－４－３２ 06-6725-2225 ７歳以上より対応

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

仁科医院 豊中市上野東１－３－２４ 06-6852-5519
中学生以上より対応
平日の月・木・金曜のＡＭのみ

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

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

天神クリニック 豊中市服部西町２－８－８ 06-6864-0688 １３歳以上より対応

医療法人　きたなか耳鼻咽喉科 門真市常称寺町１６－５６関西スーパー京阪大和田店２階 072-886-1661

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

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 １歳以上より対応

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
１歳以上より対応
予約はＨＰ参照

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

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

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

医療法人社団　菫会　伊川谷病院 神戸市西区池上２丁目４－２ 078-974-1117

森垣胃腸科外科 神戸市東灘区御影１丁目１２－９ 078-851-0300

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

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 １歳以上より対応

滋賀県

三重県

京都府

大阪府

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

西宮市立中央病院 西宮市林田町８－２４ 0798-64-1515

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 06-6423-0202 １歳以上より対応

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

医療法人社団　日並内科外科医院 姫路市香寺町犬飼５０２ 079-232-1730

近藤内科医院 姫路市東山２５１ 079-247-3111 ４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
５歳以上より対応
予約受付時間：月～金、１４時～１７時

角田医院 海南市下津町上１８９ 073-492-0278

山西内科 海南市藤白１６６－９ 073-483-2200 １歳以上より対応

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

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

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

生馬医院 和歌山市吉田４３６ 073-422-1458

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

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

医療法人社団　松野医院 境港市京町３５ 0859-42-2298 １歳以上より対応

かわたに医院 米子市車尾南１丁目８－３０ 0859-35-8888 １歳以上より対応

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

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
１６歳以上より対応

医療法人　養寿会　ウェルビーイング　メディカ保健クリニック 岡山市北区本町６－３６ 0120-700-251

さとうファミリークリニック 岡山市北区野殿東町１－３５ 086-254-5500

医療法人　かわたクリニック 倉敷市玉島乙島６８６１－１ 086-525-3300 ６ヶ月以上より対応

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

医療法人　あさき小児科 倉敷市水島南幸町１－９ 086-446-1110 ６ヶ月以上より対応

茶屋町こどもクリニック 倉敷市茶屋町４９５－１ 086-428-2888 ６ヶ月以上より対応

医療法人　庸英会　まさよし内科小児科クリニック 倉敷市福田町浦田２３９１ 086-455-9848

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 ６ヶ月以上より対応

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 子供は対応不可

浅桐産婦人科 倉敷市連島町鶴新田１２６６－１ 086-444-9586

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　要予約

医療法人　木村医院 都窪郡早島町早島１４６９－１ 086-482-0028

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 ３歳以上より対応

医療法人　かわの内科胃腸科 呉市本町４－２ 0823-25-1411 ６歳以上より対応

医療法人　雖寿会　しみずこどもクリニック 広島市安佐南区祇園３丁目１２－１２－２ 082-846-0070 ６ヶ月以上より対応

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 小学生以上より対応

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

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 ８歳以上より対応

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 １０歳以上より対応

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

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
未就学児は対応不可

のぞみ整形外科ヒロシマ 広島市佐伯区利松３－６－３０ 082-929-0009
中学生以上より対応
中高生は保護者同伴

医療法人　己斐杉本クリニック 広島市西区己斐本町１－２５－６ 082-271-5557 １歳以上より対応

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

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

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 １５歳以上より対応

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

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

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

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
受付は診察終了３０分前まで

医療法人社団　まきだクリニック 東広島市高屋町中島３１－１７ 082-491-1751

医療法人　ピー・エイチ・イー　きむら内科小児科医院 廿日市市阿品台４丁目１７－３１ 0829-39-2238

医療法人社団　明和会　大野浦病院 廿日市市丸石２丁目３－３５ 0829-54-2426 高校生以上より対応

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 完全予約制

ひらき内科 宇部市開１丁目３番地３号 0836-22-8808

医療法人社団　みやもとクリニック 下松市大字河内２７５８－１ 0833-45-0005

医療法人　岩国病院 岩国市岩国３－２－７ 0827-41-0850 子供は対応不可

医療法人社団　毛利小児科 岩国市山手町２－１８－８ 0827-23-6677 ０歳以上より対応

医療法人社団　三志会　藤本循環器科・内科 岩国市南岩国町４－５７－２７ 0827-31-3377 中学３年生以下の方は保護者同伴

医療法人社団　桑原内科 岩国市麻里布町５－４－２ 0827-21-0839

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 １歳以上より対応

医療生活協同組合　健文会　生協小野田診療所 山陽小野田市くし山一丁目１７番２０号 0836-84-2533 中学生以上より対応

医療法人　てらい内科クリニック 山陽小野田市桜一丁目１番５号 0836-71-0022

医療法人　吉中内科医院 山陽小野田市住吉本町１－３－１７ 0836-84-5177 小学生以上より対応

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

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

兵庫県

和歌山県

鳥取県

岡山県

広島県

山口県
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医療法人社団　清仁会　宇多津病院 綾歌郡宇多津町浜五番丁６６－１ 0877-56-7777
子供は対応不可
完全予約制

医療法人社団　里仁会　瀬戸内クリニック 丸亀市河西町北１８８－１ 0877-28-1511

医療法人　田村クリニック 丸亀市幸町１－５－５ 0877-22-8391

藤田耳鼻咽喉科医院 丸亀市幸町２丁目１１－３３ 0877-25-3311

医療法人　仁寿会　吉田病院 丸亀市宗古町５ 0877-22-8101 中学生以上より対応

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

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 0877-24-8300 子供は対応不可

医療法人社団　竹川整形外科クリニック 丸亀市飯山町川原８０３－１ 0877-98-2600

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 ６ヶ月以上より対応

淡河医院 坂出市寿町３丁目３－１５ 0877-46-3937
２週間以内に国外・県外へ出張や滞在が
ある場合来院不可

つざき内科クリニック 坂出市林田町３３４８－２ 0877-47-0130
高齢者インフルエンザ（６５歳以上）で
市町村発行問診票所持者は要持参

三豊市立永康病院 三豊市詫間町詫間１２９８－２ 0875-83-3001

むかいだ小児科 伊予郡松前町恵久美７９２－１ 089-985-0115

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

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 ７歳以上より対応

医療法人　順風会　順風会健診センター 松山市高砂町２丁目３－１ 089-915-0002

いちかわ内視鏡内科クリニック 松山市枝松５丁目６－１０ 089-915-7677 ５歳以上より対応

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

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

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

医療法人　順風会　天山病院 松山市天山２丁目３－３０ 089-946-1555

北上靖博整形外科医院 松山市平井町甲１４２２－１ 089-975-3753

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

立花クリニック 松山市立花３丁目３－２５ 089-987-6680

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

医療法人　はやし外科クリニック 新居浜市萩生１１９１ 0897-41-0801 １歳以上より対応

安永クリニック 西条市北条１６５１－１

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 中学生以上より対応

医療法人　宮地子どもクリニック 遠賀郡遠賀町松の本７－１－２１ 093-291-2100 ６５歳以上は対応不可

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 ６ヶ月以上より対応

医療法人　田中みのる内科 糸島市南風台８丁目４－１０ 092-331-2210

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

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

吉川レディースクリニック 筑紫野市二日市北２－２－１イオン二日市店３Ｆ 092-918-8522 １歳以上より対応

医療法人社団　おながわクリニック 福岡市西区拾六町１－２－７ 092-885-7878

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

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
７歳以上（小学生以上）
より対応

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

医療法人　平田内科胃腸科クリニック 福岡市中央区鳥飼１－５－４５ 092-725-6778

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

医療法人　八木厚生会　八木病院 福岡市東区馬出２丁目２１－２５ 092-643-8451 子供は対応不可

医療法人　府川医院 福岡市南区井尻３丁目１４－２５ 092-584-3210 ６ヶ月以上より対応

医療法人　菅原内科医院 福岡市南区大橋２－３－２０ 092-541-5494 １歳以上より対応

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

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２－２０－１ 092-471-1165 子供は対応不可

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

医療法人　藤誠会　後藤クリニック 北九州市戸畑区千防１丁目１－２０－１０１ 093-883-1510 ３歳以上より対応

耳鼻咽喉科　たかじょうクリニック 北九州市戸畑区天神１－１２－６ 093-871-6133 ３歳以上より対応

社会医療法人　共愛会　明治町クリニック 北九州市戸畑区明治町１０－１８ 093-871-3655 高校生以上より対応

一般財団法人　西日本産業衛生会　北九州健診診療所 北九州市小倉北区室町３－１－２ 093-561-0030 子供は対応不可

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 ６ヶ月以上より対応

くにひろ社ノ木クリニック 北九州市門司区社ノ木１－７－２４ 093-371-9770 小学生以上より対応

医療法人　福翔会　福岡病院 佐賀市開成６丁目１４－１０ 0952-31-4611

わたなべ小児科 佐賀市神園２－７－６ 0952-30-3581

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

医療法人　かえで　溝口内科・呼吸器内科 佐世保市木風町１４５１－２ 0956-33-2686

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

医療法人　宮崎内科医院 長崎市白鳥町３－１２ 095-845-0312 中学生以下は小児科にて接種（要相談）

熊本県 医療法人　桜十字　桜十字病院 熊本市南区御幸木部１－１－１ 096-378-1182 中学生以下は小児科での接種（予約制）

くぼた高江クリニック 大分市高江南３丁目１－１ 097-554-3230

坂ノ市こどもクリニック 大分市坂ノ市西１－７－８ 097-593-2202 インターネットでの予約のみ

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

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

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

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

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

わかやまこどもクリニック 大分市明野北１－７－１０ 097-556-1556 当院にカルテのある方のみ

福岡県

香川県

愛媛県

佐賀県

長崎県

大分県
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宮﨑県 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

医療法人　兒玉医院 肝属郡東串良町川東３４３５ 0994-63-8522 １歳以上より対応

田村クリニック 鹿児島市宇宿３－２９－１０ 099-256-2222

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 中学３年生以上より対応

つみのり内科クリニック 鹿児島市中山町５１５７　１Ｆ 099-266-0611

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

医療法人　厚生会　小原病院 枕崎市折口町１０９ 0993-72-2226
３歳以上より対応
１２歳以下要予約

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

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

鹿児島県

沖縄県

13 



インフルエンザ予防接種  利用券 2020年度  大同特殊鋼健康保険組合

大同特殊鋼健康保険組合の被保険者・被扶養者
〔注意事項〕
※「利用券」は契約医療機関のみ使用できます。
※「利用券」は年度内 大同健保加入者ひとり１回のみ使用できます。

「利用券」での補助対象にならない方
・ 任意継続（保険証記号288）の被保険者・被扶養者の方 ・ 65歳以上、お子さま等、公費の補助を受ける方
・ 接種者が、自身の「大同特殊鋼健康保険組合の保険証」を提示しない方
・ 「利用券」に保険証記号・番号、被保険者氏名、  
　接種者氏名等 必要事項をすべて記入していない方

大同特殊鋼健康保険組合の資格を、接種当日有する被保険者　および認定されている被扶養者の方

ワクチンの有無については、接種を希望する契約医療機関に事前に確認してください。

被保険者証
記号・番号 〈3桁〉 〈1～5桁〉

̶
接種日　　　　　年　　 　 　月　  　　　日

接種者氏名

生 年 月 日　S・H・R 　　年　　月　　日（　　才）
1

接種者氏名

生 年 月 日　S・H・R 　　年　　月　　日（　　才）
2

接種者氏名

生 年 月 日　S・H・R 　　年　　月　　日（　　才）
3

接種者氏名

生 年 月 日　S・H・R 　　年　　月　　日（　　才）
4

接種者氏名

生 年 月 日　S・H・R 　　年　　月　　日（　　才）
5

接種者氏名

生 年 月 日　S・H・R 　　年　　月　　日（　　才）
6

接種期間：2020年10月1日(木)～2021年1月31日(日) 名古屋市東区泉二丁目20番20号
電話 052－931－0101(代)

※提出する前にご自身で必ず記入してください

インフルエンザ予防接種  利用券 2020年度  大同特殊鋼健康保険組合

大同特殊鋼健康保険組合の被保険者・被扶養者
〔注意事項〕
※「利用券」は契約医療機関のみ使用できます。
※「利用券」は年度内 大同健保加入者ひとり１回のみ使用できます。

「利用券」での補助対象にならない方
・ 任意継続（保険証記号288）の被保険者・被扶養者の方 ・ 65歳以上、お子さま等、公費の補助を受ける方
・ 接種者が、自身の「大同特殊鋼健康保険組合の保険証」を提示しない方
・ 「利用券」に保険証記号・番号、被保険者氏名、  
　接種者氏名等 必要事項をすべて記入していない方

大同特殊鋼健康保険組合の資格を、接種当日有する被保険者　および認定されている被扶養者の方

ワクチンの有無については、接種を希望する契約医療機関に事前に確認してください。

被保険者証
記号・番号 〈3桁〉 〈1～5桁〉

̶
接種日　　　　　年　　 　 　月　  　　　日

接種者氏名

生 年 月 日　S・H・R 　　年　　月　　日（　　才）
1

接種者氏名

生 年 月 日　S・H・R 　　年　　月　　日（　　才）
2

接種者氏名

生 年 月 日　S・H・R 　　年　　月　　日（　　才）
3

接種者氏名

生 年 月 日　S・H・R 　　年　　月　　日（　　才）
4

接種者氏名

生 年 月 日　S・H・R 　　年　　月　　日（　　才）
5

接種者氏名

生 年 月 日　S・H・R 　　年　　月　　日（　　才）
6

接種期間：2020年10月1日(木)～2021年1月31日(日) 名古屋市東区泉二丁目20番20号
電話 052－931－0101(代)

※提出する前にご自身で必ず記入してください

切り取ってご利用ください。利用券が不足する場合はコピーしてご利用ください。

切り取ってご利用ください。利用券が不足する場合はコピーしてご利用ください。
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契約医療機関で接種する場合は、窓口にご提出ください

「利用券」には必ず次の事項を記入してください
	 （チェック）
	 	 □被保険者証記号・番号
	 	 □接種日
	 	 □接種者氏名
	 	 □接種者の生年月日
	 	 □接種当日の年齢

契約医療機関で接種する場合は、窓口にご提出ください

「利用券」には必ず次の事項を記入してください
	 （チェック）
	 	 □被保険者証記号・番号
	 	 □接種日
	 	 □接種者氏名
	 	 □接種者の生年月日
	 	 □接種当日の年齢
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すまいるケンポ 検索

ＩＤとパスワードの登録が済んでいる方はこちらから

Ⅱ契約医療機関以外で接種の方

ＷＥＢからも補助申請ができます
●自宅から  パソコンやスマホ等からご自分の都合に合わせて申請ＯＫ！
●家族の分もまとめて  申請画面から該当被扶養者をご選択！
●大同健保に直接申請   補助金申請書を会社に提出しなくてＯＫ！

●大同健保のホームページ「あなたのページ」にログインするための「ＩＤとパスワード」を事前登録
●領収書　　　●カメラ：スマホ等（領収証を撮影し、写真ファイルを領収証データとして添付が可能）
　　　　　　  ※領収証の提出は、アップロードもしくは、郵送（送料自己負担）が選択できます。

申請する前にご準備ください

「あなたのページ」にログインしたら…

ポータル画面より
インフルエンザ申請メニューを選択

申請者情報と必要事項を入力

申請完了

領収証のアップロード

※扶養家族の分もまとめて申請できますので、
続けて入力してください。

健保組合で申請内容を確認して、
補助額を事業所へ振込み

登録完了「利用者登録完了のご案内」メールが届きます。

2020年12月スタート

すまいるケンポのホームページへアクセス！！STEP1
すまいるケンポのホームページ

https://www.daidokenpo.jp/ 

STEP3へ

STEP3へ

はじめてご利用の方はこちらから
STEP2へ

あなたのページ利用登録方法！STEP2 申請スタート！！STEP3

申請内容に不備があった場合は
【差し戻しメール】を送信します

メールアドレスを
入力して送信

登録したメールアドレスに「本登録のご案内」メールが返
信されます。メールに記載されているホームアドレスにア
クセスしてください。

ホームアドレスにアクセスすると、「仮ログイン」画面が
表示されます。大同健保からお送りした「ユーザーＩＤ・仮
パスワード」を入力して、「ログイン」してください。
※お手元にない方はご自宅に再送付いたしますので「再発行申請フォーム」にて申請してください
※大文字・小文字等のご入力にご注意ください。

「利用者情報入力」画面が表示されたら、画面の指示に
従い、次回以降ログインするときに使うパスワード・ニッ
クネームなどを入力して、「登録」してください。
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　提出先： 所属事業所担当部門

任意継続者・接種日以降退職者は大同健保に送付ください（郵送料はご負担ください）

ボールペン等、消えない筆記具で記入してください。 　提出期限： 2021年2月26日（金）
3桁　　

1～5桁 <自署>

予防接種補助金申請者　（被保険者 及び 認定被扶養者に限る）

月 日

月 日

月 日

月 日

月 日

月 日

上記記載事項・添付領収証の通り、インフルエンザ予防接種費用の補助金を申請します。
なお、同接種に対して「利用券」の使用、「「Ｗｅｂ方式」の申請はしておりません。

　　上記記載内容、添付領収書にて申請します。　大同特殊鋼健康保険組合　理事長　殿 年 月 日

【領収証について】

※接種医療機関発行の「領収証（原本）」接種者一人につき1枚を、ホチキス止めしてください。

※「領収証（原本）」は返却いたしません。

※セルフメディケーション税制利用のために領収証が必要な方は 右欄に〇をして、

 　「領収書の原本」添付とは別に、「領収書のコピーＡ4版」をクリップで止めて 〇で囲んでください

　 提出してください。 「領収証のコピー」に原本証明印を押して返送いたします。

※領収書に、「接種者名」・ 　「接種日付」・「金額」・「医療機関名」

　「インフルエンザ予防接種名」の記載がない場合は補助金の支給ができない場合があります。

　なお、但し書きがない場合は、インフルエンザを接種したことが証明できる書類を一緒に添付してください。

【支給について】
※大同健保最終承認に至った月の翌々月末に、「補助金」を事業所へ支給します。

※任意継続被保険者（保険証記号288）・接種日以降に退職した方は、下記指定口座へ振込します。

1　普通 ﾌﾘｶﾞﾅ

2　当座

ゆうちょ銀行　（※）振込口座をご記入ください

ﾌﾘｶﾞﾅ

申請日

続柄 接種費用(円)接種者氏名 接種日 接種医療機関

2020年度  インフルエンザ予防接種補助金申請書

勤務先（事業所）

被保険者（従業員）氏名

記号

番号

保険証

領
収
証
の
原
本
　
添
付

口座番号 口座名義（被保険者名）分類金融機関名 支店名

口座名義（被保険者名）通帳記号 通帳番号

領収証コピーへの原本証明

必　　要

※申請対象者等の詳細は、お送りしました案内、または「すまいるケンポ」ホームページをご確認ください


