
インフルエンザ予防接種契約医療機関一覧表
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　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

市立敦賀病院 敦賀市三島町１－６－６０ 0770-22-3611

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
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都道府県 医　　療　　機　　関 住　　　　　所 Ｔ　Ｅ　Ｌ 備　　　考

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

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
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