
令和4年度 岐⾩市ジフテリア・破傷⾵予防接種（第2期） 委託医療機関⼀覧 【順不同】 令和4年4⽉1⽇現在

地　区 名　　称 所　　在　　地 電　　話 地　区 名　　称 所　　在　　地 電　　話 地　区 名　　称 所　　在　　地 電　　話

いなば内科 岐阜市伊奈波通1-51 263-0178 操健康クリニック 岐阜市薮田南1-4-20 274-0330 松井医院 岐阜市石原3-116 229-5655 
加野医院 岐阜市上新町14 262-0942 やぶたこどもクリニック 岐阜市薮田南3-6-3 278-5255 大前医院 岐阜市太郎丸新屋敷205-2 229-3131 
川出医院 岐阜市今町2-36 264-8296 かさい内科小児科皮ふ科 岐阜市西荘4-15-32 253-3305 不破クリニック 岐阜市太郎丸北郷243-5 229-6081 

京町 高橋産婦人科 岐阜市梅ｹ枝町3-41-3 263-5726 なだこどもとアレルギーのクリニック 岐阜市市橋3-9-7 271-6626 石田内科 岐阜市福富出口143 229-5530 
小木曽医院 岐阜市神田町2-4 262-2320 今嶺はしもと内科 岐阜市今嶺1-28-9 268-0511 岩野田 ふじさわクリニック 岐阜市三田洞894-1 237-7200 
篠田医院 岐阜市今川町2-8 263-2411 安江病院 岐阜市鏡島西2-4-14 253-7745 各務医院 岐阜市粟野東1-73-1 237-2463 
細川医院 岐阜市江川町25-2 262-6333 育誠会木野村医院 岐阜市鏡島西2-16-11 253-6530 増田医院 岐阜市粟野東4-26-2 237-4000 
シティ・タワー診療所 岐阜市橋本町2-52岐阜ｼﾃｨ･ﾀﾜｰ43 3F 269-3270 三浦医院 岐阜市鏡島精華3-17-5 251-9038 あわのこどもクリニック 岐阜市粟野東4-297 236-0017 
早崎レディースクリニック 岐阜市雲雀町1-21-1 263-1492 和田泌尿器皮フ科 岐阜市西鶉3-65-1 277-6322 かとう整形外科クリニック 岐阜市粟野西1-397-1 236-2927 
伊東内科クリニック 岐阜市白山町2-8-2 263-4495 笠松病院 岐阜市中鶉3-11 276-2881 鷺山大橋内科医院 岐阜市鷺山1257 232-0715 
高井クリニック 岐阜市曙町2-17-1 247-2356 なかうずらクリニック 岐阜市中鶉7-72－1 277-7757 外科・内科・耳鼻咽喉科さぎ山クリニック 岐阜市鷺山北町8-29 233-8733 
棚橋耳鼻咽喉科 岐阜市霞町24 263-4523 日置江 くまざき内科 岐阜市日置江1-72 279-1880 折居クリニック 岐阜市鷺山北町8-38 232-7800 
阪野クリニック 岐阜市清住町1-22 213-1199 黒田内科クリニック 岐阜市柳津町上佐波西3-151 270-0500 石黒クリニック 岐阜市正木北町6-37 231-1515 
おぜきクリニック 岐阜市長住町1-23 267-1811 たけのうちクリニック 岐阜市柳津町高桑東3-16 279-5015 くわたクリニック 岐阜市鷺山東1-21-11 297-1101
河合内科医院 岐阜市金園町4-32 245-0564 柳津病院 岐阜市柳津町宮東1-102 388-3838 卯月医院 岐阜市上土居1-7-2 295-1219 
かのう小児科 岐阜市金園町10-3 214-7770 たじりか医院 岐阜市柳津町蓮池2-24 387-6367 河田医院 岐阜市城田寺311 232-8399 
山本医院 岐阜市桜通1-2 252-0790 やまだ整形外科・内科クリニック 岐阜市柳津町下佐波1-3 270-1777 高木医院 岐阜市長良東郷町1-7 232-3647 
守屋医院 岐阜市柳川町18 251-1783 立山クリニック 岐阜市古市場神田81-1 234-7779 小倉医院 岐阜市長良葵町1-2-3 231-1573 
よしだファミリークリニック 岐阜市竜田町7-8-1 248-1118 平野総合病院 岐阜市黒野176-5 239-2325 上久保内科クリニック 岐阜市長良小松町2-10 296-1360 
岡田内科 岐阜市高砂町3-8 264-8777 野々村医院 岐阜市黒野306-1 239-0036 白木内科医院 岐阜市長良1918-1 231-7215 
小島内科クリニック 岐阜市祈年町10-38 246-6005 みながわ内科・循環器科クリニック 岐阜市折立895-1 234-8077 坂井クリニック 岐阜市万代町2-3 232-5699 
華陽診療所 岐阜市祈年町1-24-3 272-5322 ひろせ内科 岐阜市下鵜飼1664-2 239-5101 岸本医院 岐阜市福光南町14-15 232-2882 
中島小児科 岐阜市鍵屋東町2-1 251-1523 岐北クリニック 岐阜市洞994-12 234-5555 平和通ハート内科 岐阜市平和通1-17-1 210-1192 
小牧内科クリニック 岐阜市昭和町2-11 253-7717 方県 福富医院 岐阜市安食1-87-1 238-8555 岩砂病院・岩砂マタニティ 岐阜市八代1-7-1 231-2631 
本荘内科・呼吸器科 岐阜市早苗町1-24 ﾍﾞﾙﾊｳｽ 1FC 251-2530 西郷 谷村クリニック 岐阜市中西郷4-67-1 234-8610 細野医院 岐阜市福光西3-9-13 233-6620 
千手堂病院 岐阜市千手堂中町1-25 251-3218 網代 網代診療所 岐阜市則松1-24 239-9255 わたなべ内科クリニック 岐阜市福光東1-28-1 294-2223 
石川内科眼科 岐阜市加納長刀堀4-41 272-2079 木田 かわごえクリニック 岐阜市木田2-17-1 234-2221 たてべファミリークリニック 岐阜市福光東2-4-3 296-1231 
水谷医院 岐阜市加納朝日町3-46-10 275-7428 又丸診療所 岐阜市又丸67-7 234-4747 まついファミリアクリニック 岐阜市福光東3-9-7 233-2345 
みさお内科外科胃腸科 岐阜市加納竜興町3-2 275-6660 東クリニック 岐阜市又丸宮東20-1 239-6612 三輪こどもクリニック 岐阜市長良東2-63 295-0680 
大庭小児科 岐阜市加納本町5-1 271-3101 かさい内科クリニック 岐阜市上尻毛日吉125 239-0770 ながら耳鼻科・内科クリニック 岐阜市長良東2-127-1 210-2080 
たなか耳鼻咽喉科 岐阜市茜部中島1-1 268-8087 またまるこどもアレルギークリニック 岐阜市又丸町畑11-1 230-8001 和田内科クリニック 岐阜市長良2-156 297-2676 
あかなべキッズクリニック 岐阜市茜部新所4-113-1 276-1120 竹田クリニック 岐阜市河渡3-110 254-0066 芥見診療所 岐阜市芥見長山3-104 243-1313 
あかなべクリニック 岐阜市茜部中島1-25-1 278-2555 河渡こどもクリニック 岐阜市河渡4-40 253-5500 たなかクリニック 岐阜市芥見野畑1-22-1 244-0224 
あかなべひろせクリニック 岐阜市茜部菱野2-15理研ﾒﾃﾞｨｶﾙﾋﾞﾙ2F 275-1122 島クリニック 岐阜市寺田5-73-3 252-0177 丹羽小児科クリニック 岐阜市芥見5-200 241-0028 
まつおクリニック 岐阜市茜部新所4-132-１ 275-2345 しま医院 岐阜市池ﾉ上町4-74 233-8732 河村病院 岐阜市芥見大般若1-84 241-3311 
おひさま診療所 岐阜市茜部寺屋敷2-78 274-5530 安田こどもクリニック 岐阜市菅生7-5-16 295-6333 芥見東 みどり病院 岐阜市北山1-14-24 241-0681 
城東内科クリニック 岐阜市正法寺町28 278-0593 梅田クリニック 岐阜市旦島1-6-14 295-5055 成瀬クリニック 岐阜市日野東4-4-8 241-1101 
すみクリニック 岐阜市光樹町48 271-3301 日野医院 岐阜市西島町1-16 294-5677 もりおか内科 岐阜市日野南3-12-6 248-8008 
さごうクリニック 岐阜市下川手747 274-3541 近石病院 岐阜市光町2-46 232-2111 矢嶋小児科小児循環器クリニック 岐阜市日野南7-10-7 240-5666 
さわむら医院 岐阜市西川手1-95-1 272-1755 いまいずみクリニック 岐阜市早田栄町4-23 210-1184 森医院 岐阜市蔵前6-6-6 245-1919 
すこやかこどもクリニック 岐阜市鹿島町5-16 253-0108 おのぎクリニック 岐阜市萱場南2-12-17 295-1500 ほそばたクリニック 岐阜市細畑3-15－10 249-3311 
加藤内科 岐阜市本荘2613 251-8303 オリーブ内科・外科クリニック 岐阜市大福町6-18-1 297-7778 後藤クリニック 岐阜市切通2-13-12 245-1797 
なかのまちクリニック 岐阜市本荘中ノ町10-29-1 275-5050 青木内科・眼科 岐阜市則武中3-5-15 232-5131 大塚レディスクリニック 岐阜市切通7-13-17 245-8838 
よしだスマイルクリニック 岐阜市本荘西3-118 255-2505 せきぐちクリニック 岐阜市則武中4-2-1 294-0230 長森北 長森こどもクリニック 岐阜市前一色2-20-14 240-1140 
きさらぎ内科 岐阜市如月町6-36-1 252-2770 のりたけキッズベビークリニック 岐阜市則武東2-19-18 215-5586 はやの耳鼻いんこう科 岐阜市月丘町4-11-1 245-4133 
ささきクリニック 岐阜市清760-5 271-0610 加藤医院 岐阜市向加野3-6-20 243-1114 北一色ファミリークリニック 岐阜市北一色4-3-4 249-3088 
おくむらこどもクリニック 岐阜市宇佐南2-9-19 275-2580 あいかわ橋クリニック 岐阜市向加野2-16-29 241-3431 三好内科医院 岐阜市北一色9-1-27 246-1577 
六条わたなべ内科 岐阜市六条南1-17-1 268-5678 はしもと内科 岐阜市岩地1-2-8 245-5641 
世界ちゃんとモゲル丸先生の元気なクリニック 岐阜市六条南2-7-5 216-0873 さかい医院 岐阜市岩地1-11-18 259-3500 

 　※地区にかかわらず、いずれの医療機関でも受診可能です。 本多医院 岐阜市琴塚2-12 247-7500 
　※接種の際は、事前に予約し、母子健康手帳、住所及び生年月日を確認できる保険証等を持参の上、接種してください。
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