
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　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

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

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
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都道府県 医　　療　　機　　関 住　　　　　所 Ｔ　Ｅ　Ｌ 備　　　考

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
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