
高齢者インフルエンザ　予防接種協力医療機関 令和４年１２月６日現在

医療機関名 電話番号 医療機関名 電話番号 医療機関名 電話番号

宮西 足立産婦人科 24-0522

宮西 一宮市立市民病院 71-1911

宮西 一宮むすび心療内科 23-1380

宮西 いわたこどもクリニック 24-2179

宮西 うかいファミリークリニック 23-1231

宮西 伴医院 72-8548

宮西 真清田クリニック 24-0311

宮西 米倉耳鼻咽喉科 72-1878

貴船 一宮整形外科 72-0030

貴船 木村クリニック 73-8818

貴船 塩津内科 23-2311

貴船 内科小児科耳鼻咽喉科田中医院 72-2719

貴船 ひらまつ小児クリニック 71-3833

貴船 宮地内科医院 73-3032

神山 加藤クリニック 44-6688

神山 かとう皮フ科 64-5779

神山 神山たかはし皮膚科 85-6016

神山 木村医院 45-7528

神山 こだま内科クリニック 71-1270

神山 じゅんこ乳腺クリニック 64-9105

神山 杉山脳神経外科 45-1250

神山 瀧消化器内科クリニック 47-7023

神山 富田医院 45-0148

神山 本田耳鼻咽喉科医院 46-1595

神山 山下病院 45-4511

神山 吉田内科医院 45-3404

神山 渡辺外科 45-3400

大志 いしぐろ内科 71-2525

大志 勝見耳鼻咽喉科こどもクリニック 72-4807

大志 桜井クリニック 73-3790

大志 しみず内科クリニック 72-3348

大志 大雄会クリニック 72-1211

大志 田中クリニック 72-2686

大志 二丁目診療所 48-5611

大志 野村医院 72-2464

大志 藤本耳鼻咽喉科医院 72-3450

大志 丸井医院 73-2527

向山 岩田整形外科医院 73-3234

向山 加固内科クリニック 72-2425

向山 きむら胃腸科外科内科 28-8880

向山 はっとり皮フ科クリニック 71-4112

向山 森瀬内科 72-2517

富士 くどう耳鼻咽喉科 25-0910

富士 黒田皮フ科 71-5137

富士 大雄会第一病院 72-1211

富士 平野内科 71-7733

富士 ふじわら在宅ケアクリニック 52-2750

富士 山田内科ハートクリニック 72-8222

葉栗 小野内科循環器クリニック 51-9500

葉栗 可世木耳鼻咽喉科 51-5466

葉栗 瀬川医院 51-3000

葉栗 とみつかクリニック 53-3130

葉栗 宮田クリニック 51-9393

西成 あさひ内科・小児科クリニック 51-8080

西成 あたまと内科のうえだクリニック 52-6288

西成 あらいファミリークリニック 76-6561

西成 いそむらファミリークリニック 72-7111

西成 いとう腎・泌尿器科クリニック 77-5600

西成 大山医院 73-3853

西成 きし整形外科 51-7517

西成 岸内科 77-3991

西成 孝友クリニック 75-5559

西成 耳鼻咽喉科照クリニック 85-7766

西成 しんりんクリニック 81-0880

西成 セベ心療クリニック 52-0858

西成 西脇医院 77-4622

西成 はるかメンタルクリニック 75-1711

西成 はんじこどもクリニック 85-5131

西成 松前内科医院 81-7001

西成 みずの内科クリニック 77-3227

西成 森整形外科 76-9200

西成 ＹＵＫＩ皮フ科・形成外科 51-1380

丹陽町 うしだ耳鼻咽喉科 25-8733

丹陽町 きたおわり在宅支援クリニック 85-6911

丹陽町 丹陽クリニック 75-3455

丹陽町 野村眼科 23-0013

丹陽町 野村内科 24-0350

丹陽町 ひまわりクリニック丹西 82-0101

丹陽町 むらせクリニック 23-1818

浅井町 浅井森医院 78-0411

浅井町 いとう整形外科 53-3787

浅井町 稲垣医院 51-4321

浅井町 しがファミリークリニック 78-6527

浅井町 はしもと耳鼻咽喉科 51-0011

浅井町 尾洲病院 51-5522

浅井町 みづほクリニック 53-3777

大和町 いつきクリニック一宮 47-7005

大和町 いながき耳鼻咽喉科 43-3341

大和町 岩田循環器クリニック 45-1202

大和町 おかだ耳鼻咽喉科クリニック 45-3387

大和町 かすがい内科 44-5311

大和町 きはしクリニック 46-1100

大和町 耳鼻咽喉科ひらざわクリニック 85-5800

大和町 しみずファミリークリニック 47-7200

大和町 しらき内科クリニック 82-5520

大和町 たに在宅クリニック 43-5500

大和町 つだハートクリニック 47-5600

大和町 つつい内科クリニック 43-1711

大和町 てしがわらレディスクリニック 43-7788

大和町 平谷小児科 45-2588

大和町 ふじなみ整形外科 43-7777

大和町 やまだクリニック 44-0011

大和町 大和南クリニック 44-2700

大和町 米本医院 45-4355

今伊勢町 あさいクリニック 43-1053

今伊勢町 石黒クリニック 71-1496

今伊勢町 いしだ内科クリニック 47-4111

今伊勢町 今伊勢おかもと整形外科 52-2662

今伊勢町 今伊勢よしかわクリニック 64-8666

今伊勢町 かとうファミリークリニック 71-3520

今伊勢町 腎・泌尿器科河合クリニック 47-4145

今伊勢町 すぎやま内科クリニック 48-5000

今伊勢町 高御堂内科 24-3030

今伊勢町 宮本医院 73-6621

奥町 あさの内科クリニック 63-3700

奥町 いくた内科クリニック 64-1102

奥町 上林記念病院 61-0110

奥町 はらだ内科クリニック 62-4857

奥町 メドタウンたなかファミリークリ
ニック

85-6577

萩原町 あさのこどもクリニック 67-1088

萩原町 朝宮加藤医院 68-0005

萩原町 今川内科 69-2092

萩原町 酒井内科 69-7321

萩原町 萩原うかい内科 68-1114

萩原町 萩原整形外科リウマチクリニック 68-5321

萩原町 橋本内科クリニック 67-1515

萩原町 森中央クリニック 68-5355

千秋町 愛北ハートクリニック 81-0555

千秋町 磯村医院 81-0680

千秋町 かえでクリニック 52-3226

千秋町 クリニックちあき 81-1160

千秋町 千秋病院 77-0012

起 森医院 62-5929

起 横井クリニック 62-1806

小信中島 安藤医院 61-3522

小信中島 いとう内科循環器科 61-3001

小信中島 入山医院 62-5410

小信中島 おおにしブレストウィメンズクリ
ニック

61-6611

小信中島 楓みみはなのどクリニック 63-3787

小信中島 こしの内科 62-1121

小信中島 泰玄会病院 61-2121

小信中島 はしもと整形外科 61-0177

三条 宇野医院 61-0023

三条 鈴木クリニック 61-3611

三条 野口内科 62-7888

三条 野田泌尿器科クリニック 43-6100

三条 びさい眼科 63-3100

三条 宮の森クリニック 82-5577

大徳 太田内科クリニック 64-3223

大徳 田中内科クリニック 63-4700

大徳 中島整形外科クリニック 62-4767

大徳 尾西記念病院 62-2221

大徳 兵藤こどもクリニック 64-1388

大徳 みやび整形外科 63-3001

朝日 かわむら内科循環器科 69-8080

朝日 くまはら医院 69-1387

朝日 ごとう内科クリニック 64-8755

開明 一宮西病院 48-0077

開明 井上内科クリニック 64-0003

開明 開明クリニック 47-4133

開明 かまた整形外科 47-0137

開明 かわい皮フ科クリニック 62-0070

開明 メイプルベルクリニック 62-7855

木曽川町 浅井耳鼻咽喉科医院 86-5300

木曽川町 一宮市立木曽川市民病院 86-2173

木曽川町 おじお内科 87-3663

木曽川町 かみやファミリークリニック 84-1355

木曽川町 神田後藤クリニック 84-2330

木曽川町 木曽川平野内科リウマチ膠原病ク
リニック

52-5256

木曽川町 きそがわ不破クリニック 84-2001

木曽川町 国井病院 87-5505

木曽川町 こざわクリニック 87-1119

木曽川町 五藤医院 87-7800

木曽川町 ささの整形外科 84-3301

木曽川町 産婦人科はっとりクリニック 86-4364

木曽川町 墨医院 87-2510

木曽川町 糖尿病・内分泌尾方内科 87-2002

木曽川町 ともだクリニック 84-3777

木曽川町 皮フ科内科よこたクリニック 86-8100

木曽川町 藤クリニック 64-7556

木曽川町 松原クリニック 84-1551

※予約が必要な医療機関もありますのであらかじめご確認ください。


