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

753-0038 山口市石観音町４－４

083-922-0299

大殿 鴻城医院

753-0083 山口市後河原１８１

922-0166

大殿 坂本整形外科

753-0036 山口市円政寺７７

925-5566

大殿 三の宮ふくだクリニック 753-0023 山口市三の宮１丁目２－３７

901-2525

大殿 しおみ循環器内科

922-4031

753-0034 山口市下堅小路65-1

大殿 綜合病院山口赤十字病院 753-0092 山口市八幡馬場５３－１

923-0111

大殿 たはらクリニック

753-0083 山口市後河原４７

923-3415

白石 丘病院

753-0088 山口市中河原町２－１４

925-1100

白石 奥田胃腸科内科

753-0047 山口市道場門前１丁目１－４

925-2188

白石 済生会山口総合病院

753-8517 山口市緑町２－１１

901-6111

白石 坂本耳鼻咽喉科医院

753-0047 山口市道場門前２丁目４－１３

922-0081

白石

753-0089 山口市亀山町５－８

901-5550

753-0073 山口市春日町２－２

925-2288

耳鼻咽喉科かめやまクリニック

白石 清水内科医院

白石 すえなが内科在宅診療所 753-0044 山口市鰐石町１－１２

902-5300

白石 杉田整形外科

753-0074 山口市中央４丁目４－４

924-8972

白石 中央クリニック

753-0074 山口市中央３丁目２－４３

922-1771

白石 林外科医院

753-0047 山口市道場門前２丁目２－３１

922-0139

白石 まえだ循環器内科

753-0078 山口市緑町２－２１

921-7722

白石 村本医院

753-0074 山口市中央２丁目６－１１

924-4518

白石 山口病院

753-0048 山口市駅通り２丁目１０－７

922-1191

白石 よろず循環器内科

753-0079 山口市糸米１丁目２－１３

901-0101

宮野 三の宮の耳鼻咽喉科

753-0023 山口市三の宮２丁目３－２６

924-1287

宮野 野村整形外科医院

753-0012 山口市青葉台３－３２

933-0011

宮野 原田内科胃腸科医院

753-0021 山口市桜畠２丁目６ー８

923-2344

宮野 藤原胃腸科内科

753-0022 山口市折本１丁目９－１２

923-5517

宮野 宮野クリニック

753-0001 山口市宮野上２３９３－７

932-3233

湯田 伊藤耳鼻咽喉科医院

753-0076 山口市泉都町１０－１５

924-3387

湯田 おがたクリニック

753-0066 山口市泉町８－２３

934-3800

湯田 かく脳神経外科クリニック 753-0066 山口市泉町８－１７

920-1001

湯田 神徳内科

753-0058 山口市下市町１１－５

924-3780

湯田 済生会湯田温泉病院

753-0061 山口市朝倉町４－５５

932-3311

湯田 佐々木外科病院

753-0076 山口市泉都町９－１３

923-8811

湯田 多田内科呼吸器科

753-0066 山口市泉町８－２１－１

934-5551

湯田 のむら内科胃腸科医院 753-0056 山口市湯田温泉１丁目８－１０

928-7878

湯田

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３－３３－１

湯田 ましもと内科呼吸器科 753-0056 山口市湯田温泉３丁目１－２４

934-0077

湯田 やの内科

925-1919

753-0063 山口市元町２－２２

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

753-0067 山口市赤妻町８－２８

大内 おおうちクリニック

753-0251 山口市大内千坊５丁目１－７

933-1770

大内 太田皮膚科クリニック

753-0221 山口市大内矢田北１丁目１９－１６

927-1112

大内 こぐま診療所

753-0252 山口市大内中央2丁目５－１５

941-3122

大内 柴田病院

753-0221 山口市大内矢田北５丁目１１－２１

927-2800

大内

753-0221 山口市大内矢田北６丁目１９－１７

941-1133

耳鼻咽喉科ののはなクリニック

083-928-1161

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

941-2525

大内 すずき内科クリニック

920-7600

753-0251 山口市大内千坊６丁目１０番１号

大内 とよた整形外科クリニック 753-0251 山口市大内千坊４丁目１５－２３

929-3315

大内 とりい脳と女性のクリニック 753-0221 山口市大内矢田北６丁目３－２５

902-5580

大内 たむら内科医院

753-0211 山口市大内長野８０５－５

941-0167

大内 ながた泌尿器科

753-0214 山口市大内御堀６丁目２－１

933-0070

大内 野瀬内科小児科

753-0211 山口市大内長野１５６９－１

927-2655

大内 淵上整形外科

753-0214 山口市大内御堀５丁目８番１２号

922-6644

大内 みほりクリニック

753-0214 山口市大内御堀１丁目６番１号

924-8031

大内

753-0251 山口市大内千坊４丁目１５番１９号

941-2600

仁保 安藤内科医院

753-0302 山口市仁保中郷７００

929-0026

仁保 仁保病院

753-0303 山口市仁保下郷１９１５－１

941-5555

やまがた循環器内科クリニック

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

941-0389

小鯖 山口若宮病院

753-0212 山口市下小鯖１５２２

927-3661

吉敷 青山消化器内科

753-0816 山口市吉敷佐畑２－３－１

923-1577

吉敷 あんの循環器内科

753-0813 山口市吉敷中東１－１－１

924-1151

吉敷 えさき内科クリニック

753-0815 山口市維新公園１丁目３－２５

934-1880

吉敷 香川内科

753-0814 山口市吉敷下東２－１０－２０

921-1700

吉敷 田村医院

753-0821 山口市葵１丁目４－７３

922-7527

吉敷 中村整形外科

753-0815 山口市維新公園１－２－１

933-6111

吉敷 斎藤外科眼科

753-0814 山口市吉敷下東１－１０－１

924-3550

吉敷 山口よしき病院

753-0816 山口市吉敷佐畑４－９－１

922-2350

平川 あゆかわこどもクリニック 753-0831 山口市平井１４３９－１５

924-1234

平川 安藤消化器内科

933-0500

753-0831 山口市平井１４９７－１

平川 山口大野内科消化器内科 753-0831 山口市平井２９８－６

902-5674

平川 大野整形外科リウマチ科 753-0831 山口市平井２９８－６

902-8411

平川 くらたクリニック

753-0851 山口市黒川７７１－１１

921-6220

平川 せぐち皮ふ科クリニック 753-0831 山口市平井１４２０－８

933-1212

平川 吉野内科循環器科

932-1222

753-0831 山口市平井６４１－１

平川 山口リハビリテーション病院 753-0851 山口市黒川３３８０

921-1616

高齢者インフルエンザ予防接種 実施医療機関一覧（山口市）
大歳 近藤こどもクリニック

753-0826 山口市幸町３－４９－２

922-0510

大歳 たねくぼ整形外科クリニック 753-0826 山口市幸町３－２３

934-7110

大歳 なりしげ循環器内科

753-0861 山口市矢原１１８１－３

933-0600

大歳 野口医院

753-0871 山口市朝田６７

923-8670

大歳

753-0826 山口市幸町３－４９－１

ひまわり耳鼻咽喉科クリニック

083-932-8733

大歳 光山医院 山口

753-0825 山口市矢原町７－１８

933-1200

阿東 大草医院

759-1512 山口市阿東徳佐中３４１６番地５

956-0005

阿東 澤田医院

759-1421 山口市阿東地福上１８５４

952-0302

阿東 原医院

759-1421 山口市阿東地福上１８５２

952-0308

阿東 藤原医院

759-1342 山口市阿東生雲中１８８－７

954-0331

阿東 三浦医院

759-1512 山口市阿東徳佐中３００３

956-0500

鋳銭司

相川医院

747-1221 山口市鋳銭司５９６４－１

986-2177

鋳銭司

吉南病院

747-1221 山口市鋳銭司３３８１

986-2111

秋穂二島

ますだ内科循環器科

754-0893 山口市秋穂二島１８８８

987-2002

秋穂二島

よしまつ医院

754-0893 山口市秋穂二島５７８９－１

987-1777

嘉川 小川整形外科

754-0002 山口市嘉川５０３３－１

988-1010

嘉川 たむら医院

754-0896 山口市江崎２４７５－２

989-4480

嘉川 利重クリニック

754-0896 山口市江崎２２２９－１

989-2515

嘉川 ハートクリニック南山口 754-0895 山口市深溝８０３－１

988-3333

嘉川 山口嘉川クリニック

988-0788

754-0897 山口市嘉川１３６０－３

小郡 いちょうの木クリニック 754-0012 山口市小郡船倉町１－１３

976-8331

小郡 うちクリニック

754-0002 山口市小郡下郷２２７１－５

974-5575

小郡 小郡第一総合病院

754-0002 山口市小郡下郷８６２－３

972-0333

小郡 小田皮膚科医院

754-0002 山口市小郡黄金町１１－９

972-1716

小郡 かむらクリニック

754-0002 山口市小郡下郷３０７－２

972-2513

小郡 河端内科医院

754-0002 山口市小郡下郷８４３－１０

972-3820

小郡 小林哲郎診療所

754-0020 山口市小郡平成町２－１０－１０１

973-3310

小郡 ざいつ内科クリニック

754-0002 山口市小郡下郷１２１６－２

976-8475

小郡 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 小児科柳澤医院

754-0011 山口市小郡御幸町７－５

973-3121

小郡 田中内科医院

754-0002 山口市小郡下郷２２７８ー４

972-2325

小郡 田辺内科

754-0031 山口市小郡新町４丁目２－２１

973-3778

小郡 大正通りクリニック

754-0002 山口市小郡下郷１２７６

902-2037

小郡 ねごろ神経内科クリニック 754-0002 山口市小郡下郷３２０－１

976-5256

小郡 はまもと小児クリニック 754-0002 山口市小郡下郷２２４０－７

973-0616

小郡 まえば小児科クリニック 754-0002 山口市小郡下郷７９７－８

974-0501

小郡 みすみクリニック

972-1003

754-0002 山口市小郡下郷２２５０－２

高齢者インフルエンザ予防接種 実施医療機関一覧（山口市）
小郡 村田外科胃腸科

754-0002 山口市小郡下郷７５６－４

972-7100

小郡 山川泌尿器科

754-0002 山口市小郡下郷２２７１－５

974-5400

小郡 山岸内科

754-0031 山口市小郡新町６丁目５－３

972-2788

小郡 やまね耳鼻科

754-0002 山口市小郡下郷１１８０

小郡 よしかね循環器内科

754-0002 山口市小郡下郷２２２１－１２

973-8181

小郡 小郡まきはら病院

754-0024 山口市小郡若草町３－４

973-0222

小郡 林病院

754-0002 山口市小郡下郷７５１－４

972-0411

秋穂 秋穂クリニック

754-1101 山口市秋穂東３９５３

984-8333

秋穂 吉武医院

754-1101 山口市秋穂東６２９２

984-2330

阿知須

阿知須共立病院

阿知須

あじすこどもクリニック 754-1277 山口市阿知須4515-1

38-8341

阿知須

阿知須同仁病院

65-5555

阿知須

ひろなか内科循環器科 754-1277 山口市阿知須４５１６－１

徳地 亀田医院

754-1277 山口市阿知須４８４１－１

083-973-3387

754-1277 山口市阿知須町４２４１－４
747-0231 山口市徳地堀１７４６

0836-65-2200

66-1550
0835-54-1355

