高齢者インフルエンザ
高齢者インフルエンザ予防接種
インフルエンザ予防接種 実施医療機関一覧（
実施医療機関一覧（山口市）
山口市）
大殿 お おおどの診療所

753-0038 山口市石観音町4番4号

083-922-0299

大殿 こ 鴻城医院

753-0083 山口市後河原181番地

922-0166

大殿 さ 坂本整形外科

753-0036 山口市円政寺77番地

925-5566

大殿 さ 三の宮ふくだクリニック 753-0023 山口市三の宮一丁目2番37号

901-2525

大殿 し しおみ循環器内科

922-4031

753-0034 山口市下堅小路65-1

大殿 そ 綜合病院山口赤十字病院 753-0092 山口市八幡馬場53番地1

923-0111

大殿 た たはらクリニック

753-0083 山口市後河原47番地

923-3415

白石 お 丘病院

753-0088 山口市中河原町2番14号

925-1100

白石 お 奥田胃腸科内科

753-0047 山口市道場門前一丁目1番4号

925-2188

白石 さ 済生会山口総合病院

753-0078 山口市緑町2番11号

901-6111

白石 さ 坂本耳鼻咽喉科医院

753-0047 山口市道場門前二丁目4番13号

922-0081

白石 じ

753-0089 山口市亀山町5番8号

901-5550

753-0073 山口市春日町2番2号

925-2288

耳鼻咽喉科かめやまクリニック

白石 し 清水内科医院

白石 す すえなが内科在宅診療所 753-0044 山口市鰐石町1番12号

902-5300

白石 す 杉田整形外科

753-0074 山口市中央四丁目4番4号

924-8972

白石 ち 中央クリニック

753-0074 山口市中央三丁目2番43号

922-1771

白石 は 林外科医院

753-0047 山口市道場門前二丁目2番31号

922-0139

白石 ま まえだ循環器内科

753-0078 山口市緑町2番21号

921-7722

白石 む 村本医院

753-0074 山口市中央二丁目6番11号

924-4518

白石 や 山口病院

753-0048 山口市駅通り二丁目10番7号

922-1191

白石 よ よろず循環器内科

753-0079 山口市糸米一丁目2番13号

901-0101

宮野 さ 三の宮の耳鼻咽喉科

753-0023 山口市三の宮二丁目3番26号

924-1287

宮野 の 野村整形外科医院

753-0011 山口市青葉台3番地32号

933-0011

宮野 は 原田内科胃腸科医院

753-0021 山口市桜畠二丁目6番8号

923-2344

宮野 ふ 藤原内科

753-0022 山口市折本一丁目9番12号

923-5517

宮野 み 宮野クリニック

753-0001 山口市宮野上2393番地7

932-3233

湯田 い 伊藤耳鼻咽喉科医院

753-0076 山口市泉都町10番15号

924-3387

湯田 お

753-0066 山口市泉町8番23号

934-3800

湯田 か かく脳神経外科クリニック 753-0066 山口市泉町8番17号

920-1001

湯田 こ 神徳内科

753-0058 山口市下市町11番5号

924-3780

湯田 さ 済生会湯田温泉病院

753-0061 山口市朝倉町4番55号

932-3311

湯田 さ 佐々木外科病院

753-0076 山口市泉都町9番13号

923-8811

湯田 た 多田内科呼吸器科

753-0066 山口市泉町8番21-1号

934-5551

おがたクリニック耳鼻咽喉科眼科

湯田 の のむら内科胃腸科医院 753-0056 山口市湯田温泉一丁目8番10号

928-7878

湯田 ま

902-2226

まかたこどもアレルギークリニック

753-0067 山口市赤妻町6番33号1

湯田 ま ましもと内科呼吸器科 753-0056 山口市湯田温泉三丁目1番24号

934-0077

湯田 や やの内科

925-1919

753-0063 山口市元町2番22号

高齢者インフルエンザ
高齢者インフルエンザ予防接種
インフルエンザ予防接種 実施医療機関一覧（
実施医療機関一覧（山口市）
山口市）
湯田 や 山口在宅クリニック

753-0067 山口市赤妻町8番28号

大内 お おおうちクリニック

753-0251 山口市大内千坊五丁目1番7号

933-1770

大内 お 太田皮膚科クリニック

753-0215 山口市大内矢田北一丁目19番16号

927-1112

大内 し 柴田病院

753-0215 山口市大内矢田北五丁目11番21号

927-2800

大内 じ

753-0215 山口市大内矢田北六丁目19番17号

941-1133

耳鼻咽喉科ののはなクリニック

083-928-1161

大内 じ 耳鼻咽喉科ニコニコじびか 753-0211 山口市大内長野1569番地1

941-2525

大内 す すずき内科クリニック

920-7600

753-0251 山口市大内千坊六丁目10番1号

大内 と とよた整形外科クリニック 753-0251 山口市大内千坊四丁目15番23号

929-3315

大内 と とりい脳と女性のクリニック 753-0221 山口市大内矢田北六丁目3番25号

902-5580

大内 た たむら内科医院

753-0211 山口市大内長野805番地5

941-0167

大内 な ながた泌尿器科

753-0214 山口市大内御堀六丁目2-1

933-0070

大内 の 野瀬内科小児科

753-0211 山口市大内長野1569番地1

927-2655

大内 ふ 淵上整形外科

753-0214 山口市大内御堀五丁目8番12号

922-6644

大内 み みほりクリニック

753-0214 山口市大内御堀一丁目6番1号

924-8031

大内 や

753-0251 山口市大内千坊四丁目15番19号

941-2600

仁保 あ 安藤内科医院

753-0302 山口市仁保中郷700番地

929-0026

仁保 に 仁保病院

753-0303 山口市仁保下郷1915番地1

941-5555

やまがた循環器内科クリニック

小鯖 お おさばファミリークリニック 753-0212 山口市下小鯖1331番地7

941-0389

小鯖 や 山口若宮病院

753-0212 山口市下小鯖1522番地

927-3661

吉敷 あ 青山消化器内科

753-0816 山口市吉敷佐畑二丁目3番1号

923-1577

吉敷 あ あんの循環器内科

753-0813 山口市吉敷中東一丁目1番1号

924-1151

吉敷 え えさき内科クリニック

753-0815 山口市維新公園一丁目3番25号

934-1880

吉敷 か 香川内科

753-0814 山口市吉敷下東二丁目10番20号

921-1700

吉敷 た 田村医院

753-0821 山口市葵一丁目4番73号

922-7527

吉敷 な 中村整形外科

753-0815 山口市維新公園一丁目2番1号

933-6111

吉敷 さ 斎藤外科眼科

753-0814 山口市吉敷下東一丁目10番1号

924-3550

吉敷 や 山口よしき病院

753-0816 山口市吉敷佐畑四丁目9番1号

922-2350

平川 あ 安藤消化器内科

753-0831 山口市平井1497番地1

933-0500

平川 お 大野整形外科リウマチ科 753-0831 山口市平井298番地6

902-8411

平川 く くらたクリニック

753-0851 山口市黒川771番地11

921-6220

平川 せ せぐち皮ふ科クリニック 753-0831 山口市平井1420番地8

933-1212

平川 よ 吉野内科循環器科

753-0831 山口市平井641番地1

932-1222

平川 や 山口リハビリテーション病院 753-0851 山口市黒川3380番地

921-1616

大歳 こ 近藤こどもクリニック

922-0510

753-0826 山口市幸町3番49ｰ2号

大歳 た たねくぼ整形外科クリニック 753-0826 山口市幸町3番23号

934-7110

大歳 な なりしげ循環器内科

753-0861 山口市矢原1181番地3

933-0600

大歳 の 野口医院

753-0871 山口市朝田67番地

923-8670
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大歳 ひ

753-0826 山口市幸町3番49ｰ1号

083-932-8733

大歳 み 光山医院 山口

753-0825 山口市矢原町7番18号

933-1200

阿東 お 大草医院

759-1512 山口市阿東徳佐中3416番地5

956-0005

阿東 さ 澤田医院

759-1421 山口市阿東地福上1854番地

952-0302

阿東 は 原医院

759-1421 山口市阿東地福上1852番地

952-0308

阿東 ふ 藤原医院

759-1342 山口市阿東生雲中188番地7

954-0331

阿東 み 三浦医院

759-1512 山口市阿東徳佐中3003番地

956-0500

ひまわり耳鼻咽喉科クリニック

鋳銭司

あ 相川医院

747-1221 山口市鋳銭司5964番地1

986-2177

鋳銭司

き 吉南病院

747-1221 山口市鋳銭司3381番地

986-2111

秋穂二島

ま ますだ内科循環器科

754-0893 山口市秋穂二島1888番地

987-2002

秋穂二島

よ よしまつ医院

754-0893 山口市秋穂二島5789番地1

987-1777

嘉川 お 小川整形外科

754-0002 山口市嘉川5033番地1

988-1010

嘉川 た たむら医院

754-0896 山口市江崎2475番地2

989-4480

嘉川 と 利重クリニック

754-0896 山口市江崎2229番地1

989-2515

嘉川 や ハートクリニック南山口 754-0895 山口市深溝803番地1

988-3333

嘉川 や 山口嘉川クリニック

988-0788

754-0897 山口市嘉川1360番地3

小郡 い いちょうの木クリニック 754-0012 山口市小郡船倉町1番13号

976-8331

小郡 う うちクリニック

754-0002 山口市小郡下郷2271番地5

974-5575

小郡 お おかむら医院

754-0002 山口市小郡下郷2193番地

973-2053

小郡 お 小郡第一総合病院

754-0002 山口市小郡下郷862番地3

972-0333

小郡 お 小郡まきはら病院

754-0024 山口市小郡若草町3番4号

973-0222

小郡 か かむらクリニック

754-0002 山口市小郡下郷307番地2

972-2513

小郡 か 河端内科医院

754-0002 山口市小郡下郷843番地10

972-3820

小郡 こ 小林哲郎診療所

754-0020 山口市小郡平成町二丁目10番101号

973-3310

小郡 ざ ざいつ内科クリニック

754-0002 山口市小郡下郷1216番地2

976-8475

小郡 さ さっか整形外科クリニック 754-0002 山口市小郡下郷2220-1

976-8888

小郡 し 小児科柳澤医院

754-0011 山口市小郡御幸町7番5号

973-3121

小郡 た 田中内科医院

754-0002 山口市小郡下郷2278番地4

972-2325

小郡 た 田辺内科

754-0031 山口市小郡新町四丁目2番2号

973-3778

小郡 ね ねごろ神経内科クリニック 754-0002 山口市小郡下郷320番地1

976-5256

小郡 は はまもと小児クリニック 754-0002 山口市小郡下郷2240番地7

973-0616

小郡 は 林病院

754-0002 山口市小郡下郷751番地4

972-0411

小郡 ま まえば小児科クリニック 754-0002 山口市小郡下郷797番地8

974-0501

小郡 み みすみクリニック

754-0002 山口市小郡下郷2250番地2

972-1003

小郡 む 村田外科胃腸科

754-0002 山口市小郡下郷756番地4

972-7100

小郡 や 山川泌尿器科

754-0002 山口市小郡下郷2271番地5

974-5400

小郡 や 山岸内科

754-0031 山口市小郡新町六丁目5番3号

972-2788

高齢者インフルエンザ
高齢者インフルエンザ予防接種
インフルエンザ予防接種 実施医療機関一覧（
実施医療機関一覧（山口市）
山口市）
小郡 や やまね耳鼻科

754-0002 山口市小郡下郷1180番地

083-973-3387

小郡 よ よしかね循環器内科

754-0002 山口市小郡下郷2221番地12

973-8181

秋穂 あ 秋穂クリニック

754-1101 山口市秋穂東3953番地

984-8333

秋穂 よ 吉武医院

754-1101 山口市秋穂東6292番地1

984-2330

阿知須

あ 阿知須共立病院

754-1277 山口市阿知須4841番地1

0836-65-2200

阿知須

あ あじすこどもクリニック

754-1277 山口市阿知須4516番地1

65-1550

阿知須

あ 阿知須同仁病院

754-1277 山口市阿知須4241番地4

65-5555

阿知須

ひ ひろなか内科循環器科 754-1277 山口市阿知須4516番地1

66-1550

徳地 か 亀田医院

747-0231 山口市徳地堀1746番地

0835-54-1355

