
◎接種を受ける前に必ず医療機関に連絡してください

地区名 医療機関名 所在地 電話番号 地区名 医療機関名 所在地 電話番号

生協芦原診療所 雄松町2-55 423-4349 岡本医院 園部596-156 455-6468

こやま小児科 匠町29小山ﾋﾞﾙ3階 431-1158 なんぶ胃腸科内科 六十谷1022-1 461-3511

ﾅｶﾑﾗﾒﾃﾞｨｶﾙｸﾘﾆｯｸ 元寺町南ﾉ丁50 433-3305 黒田内科医院 直川1-8 464-1600

マイクリニック 本町6-55 422-0112 さんさんクリニック 直川569-1 464-3387

有田内科 十一番丁51 433-7899 にしたに内科 直川960-3 462-4131

山路小児科 九家ﾉ丁17 428-0506 クリニックもり 西田井216-1 464-3060

伏虎リハビリテーション病院 屋形町1-11 433-4488 みずこしこどもｸﾘﾆｯｸ 弘西790-1 462-2121

本多内科クリニック 東長町6-33 425-3661 森医院 弘西793 461-0005

嶋倉クリニック 堀止西1-3-5 423-3800 串上内科消化器科 川辺133-1 464-3050

新谷医院 島崎町7-14 422-6629 二澤医院 島26-81 461-0697

なないろこどもクリニック 吹上2-4-46-2F 425-7716 米田医院 島234-6 461-7807
日本赤十字社和歌山医療ｾﾝﾀ－（小児科） 小松原通4-20 422-4171 坂部クリニック 谷18 461-1030

根来産婦人科医院 吹上4-1-28 425-3351 河西診療所 平井66-1 451-6177

浜病院 吹上2-4-7 436-2141 下間クリニック 市小路402 455-1718

こばやし小児科 畑屋敷端ﾉ丁37 402-0322 松谷内科 善明寺755-81 451-1700

得津医院 新大工町7 432-1092 いしぐちクリニック 北島453-1 452-7000

うつのみやﾚﾃﾞｨ－ｽｸﾘﾆｯｸ 美園町5-4-20 423-1987 奥本医院 福島561 455-0709

柏井小児科医院 吹屋町5-5-1 422-8538 河西田村病院 島橋東ﾉ丁1-11 455-1015

中西クリニック 美園町5-7-4ﾃﾝﾋﾞﾙ 402-3336 北島橋ｸﾘﾆｯｸ 北島558-1 457-2626

さとう内科 太田667-6 475-0111 しぶたこどもクリニック 北島453ｺﾝﾌﾟﾗﾍﾞﾙﾃﾞⅡ 456-6900

しんどうなおこクリニック 秋月275-1 472-0333 ゆうゆうクリニック 福島269-8 457-1130

月山ﾁｬｲﾙﾄﾞｹｱｸﾘﾆｯｸ 秋月482-1 476-2300 淀澤医院 野崎18-1 457-2393

月山ﾍﾞﾋﾞｨｸﾘﾆｯｸ 秋月483 475-2500 かわばた産婦人科 土入25-1 453-0600

中谷病院 鳴神123-1 471-3111 貴志内科 栄谷745 455-1120

ひらいし小児科 太田2-13-25ﾋﾛﾒﾃﾞｨｶﾙｾﾝﾀ-1F 474-0609 北山クリニック 次郎丸78-3 454-2700

道浦クリニック 津秦113-5 472-7377 長谷川内科医院 栄谷2-3 457-2339

やまもとクリニック 秋月570 474-1370 平井診療所 土入291-86 480-5262

生馬医院 吉田436 422-1458 増井内科 次郎丸69-1 453-7677

和歌山駅前つじもと内科・呼吸器内科アレルギー科 黒田95-5 476-5676 与田病院附属ふじと台クリニック 中573‐19　ふじと台ステーションビル４階 499-8801

みんなのこどもアレルギークリニック 友田町4-130 Aタワー2F 435-5537 みなかた内科 松江北5-5-9 480-5556

米満内科 黒田108-7 471-2555 宇治田循環器科内科 榎原204-8 455-6699

岩橋内科 北中島1-7-12 427-1030 黒田医院 古屋64 451-7458

大河内医院 中島429-1 473-5800 こばやし内科ｸﾘﾆｯｸ 木ﾉ本552-1 453-3100

高山病院 小雑賀3-1-11 426-2151 せせらぎクリニック 古屋153-7 499-7712

たいようﾌｧﾐﾘｰｸﾘﾆｯｸ 新中島125-1 476-5171 たかたクリニック 木ﾉ本119-5 455-5550

森内科小児科 手平4-2-21 422-6588 西村内科医院 榎原13-4 451-3125

まつもとクリニック 松島347-5 476-0801 ひまわりこどもｸﾘﾆｯｸ 木ﾉ本309-3 480-2515

森内科クリニック 有本226-12 402-3281 和歌山ろうさい病院 木ﾉ本93-1 451-3181

和歌山生協病院 有本143-1 471-7711 いわはし小児科 岩橋1048-2 499-6889

和歌山生協病院附属診療所 有本141-1 471-8171 上中クリニック 岩橋1583-1 475-5030

愛徳医療福祉ｾﾝﾀ－ 今福3-5-41 425-2391 風土記の丘診療所 岩橋1271-1 473-6070

葵町クリニック 葵町2-33 432-7876 きのしたクリニック 祢宜970-1 465-3777

今福診療所 今福2-1-16 425-2775 たにやまクリニック 和佐関戸244-4 477-7060

村上内科 松ヶ丘1-8-13 446-3070 あさかクリニック 新庄466-1 477-5155

横山内科 宇須1-5-15 422-1741 稲田クリニック 和田461 475-3133

岡田内科消化器ｸﾘﾆｯｸ 秋葉町2-19 445-5770 恵みクリニック 坂田641-2 499-4169

竹原外科内科医院 西浜1004-1 445-0011 じょうはたクリニック 神前322-6 475-8050

つの小児科 関戸1-4-10 448-3234 まきのクリニック 冬野1761-10 479-3567

和歌浦中央病院 塩屋6-2-70 444-1600 松尾クリニック 小瀬田109-2 479-5055

みなかたクリニック 和歌川町10-39 445-1147

和中内科・循環器科 和歌浦西1-7-1 444-0880

井関循環器科内科 毛見173-4 444-8111

川﨑医院 紀三井寺1099 444-1005

しおたに循環器内科ｸﾘﾆｯｸ 三葛677-1 446-3333

嶋内科医院 布引607ｰ1 447-0047

宮本内科 紀三井寺1-53 414-1300

山口医院 毛見295-21 444-3872
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