
葵区の医療機関 駿河区の医療機関 清水区（旧富士川町を含む）の医療機関

小児科いいやま医院 東草深町8-18 247-3927 秋山クリニック 八幡1-2-25 288-2222 青木内科医院 興津清見寺町143-17 369-1040

井川診療所 井川1133-2 260-2300 飯室クリニック 馬渕4-16-12 285-7626 五十嵐医院 蒲原3-11-13 385-2251

伊藤医院　 梅屋町1-7 253-0033 飯山内科クリニック 小黒2-9-13 280-1180 伊藤医院 平川地17-38 345-7614

今村医院 駒形通6-10-18 252-6924 板井クリニック 曲金7－7－19 282-5525 おきつ内科クリニック 興津中町1360－１ 369-6222

うえのやま小児科 竜南3-12-37 200-2200 うえだ小児科 登呂6-13-36 282-2322 かどたこどもクリニック 北脇580-1 344-1180

梅ヶ島診療所 梅ヶ島1326 269-2025 かわはら医院 登呂2-9-32 283-8724 金指医院 富士市中之郷814-6 0545-81-0020

江良内科小児科医院 岳美2-13 246-6336 キッズクリニックさの 敷地1-18-19 237-1134 共立蒲原総合病院 富士市中之郷2500-1 0545-81-2211

大川診療所 坂ノ上615 291-2622 こぐまこどもクリニック 国吉田5-13-1 655-4800 こうのファミリークリニック 清水村松地先新田10-8 335-5730

勝又医院 大岩1-5-40 246-5045 こどものこころとからだのにしざわクリニック 鎌田96-29 259-8777 阪部循環器内科・内科　婦人科クリニック 駒越西1-2-62 335-5000

勝又小児科アレルギー科医院 紺屋町12-5 252-6801 近藤医院 手越310 257-0733 静岡市立清水病院 宮加三1231 336-1111

上足洗内科クリニック 上足洗1-2-35 246-1110 塩川八幡ヒルズクリニック 八幡5-32-10 280-0500 しぶかわ内科クリニック 渋川3-10-17 345-7777

かん小児科クリニック 長沼258-7 267-3755 静岡済生会総合病院 小鹿1-1-1 285-6171 清水厚生病院 庵原町578-1 366-3333

木村クリニック 鷹匠1-12-8 251-3012 静岡徳洲会病院 下川原南11-1 256-8008 しみず巴クリニック　小児科 千歳町2-30 355-1112

金内科・循環器科クリニック 西草深町6-1 205-8773 静岡曲金クリニック 曲金3-5-5 202-5050 清水両河内診療所 和田島693-1 343-2388

こじまクリニック内科　循環器科 沓谷5-12-7 263-4188 柴山クリニック 登呂5-11-9 282-0085 庄司産婦人科 江尻東１－５－４ 366-0861

こどもクリニックみなと 上足洗2-4-10 249-3710 杉山医院 泉町4-5 285-2510 眞内科クリニック 入江南町9-24 363-1175

佐々木ハートクリニック 南瀬名町26-39 262-5811 するがこどもクリニック 見瀬229-2 204-5529 杉山クリニック 七ツ新屋364-1 346-0016

さそう内科　呼吸器科クリニック 大鋸町2-5 205-8234 宝クリニック耳鼻咽喉科 東新田4-17-38 268-2233 諏訪医院 桜橋町6-35 366-1869

しずおか葵の森クリニック 柳町193-1 260-5011 たんぽぽ診療所 中吉田26-16 267-7655 宗内科医院 草薙139 348-1114

静岡駅前トラベルクリニック 栄町２－５－402 204-8600 戸田クリニック 中田2-3-17 285-3821 高部こどもクリニック 押切1542 348-5800

静岡県立総合病院 北安東4-27-1 247-6111 登呂　杉山医院 登呂5-4-1 285-0778 竹内クリニック 追分2-7-15 366-5576

静岡厚生病院 北番町23 271-7177 なかざわこどもクリニック 片山3-2 289-1110 なないろあかちゃんこどもクリニック 南矢部520-1 353-7716

静岡市立静岡病院 追手町10-93 253-3125 野口耳鼻咽喉科医院 曲金4-3-7 281-2676 菜のはなファミリークリニック 由比750　1F 375-5785

静岡赤十字病院 追手町8-2 254-4311 東静岡クリニック 曲金7-8-10 288-2111 ばば小児科 草薙3-15-10 347-2688

静岡田町診療所 田町5-22 253-9101 ふかさわ消化器科・内科 中原502-2 288-5515 原小児科医院 神田町5-5 352-6367

昭府小児科クリニック 昭府2-6-16 253-0252 堀田内科医院 宮竹1-4-7 237-6767 日野医院 蒲原新栄66-2 385-2151

しらいわ医院 安東2-8-14 249-0555 ほんまファミリークリニック 石田3-12-30 201-9070 日比野医院 興津清見寺町70 369-1079

白鳥内科医院 片羽町58 653-0810 増田こどもクリニック 豊田1-8-30 288-3770 広川医院 高橋3-4-40 364-3489

白鳥内科クリニック 神明町103-2 272-8010 まつもとこどもクリニック 上川原16-18 259-7755 鮒橋医院 由比北田467 375-2784

杉山小児科内科医院 瀬名川2-23-21 261-6328 小児科まつや医院 曲金2-8-83 284-3191 松下医院 但沼町1317-2 393-2022

鈴木内科医院 安倍口新田526-3 296-2511 水谷脳神経外科クリニック 馬渕4-11-9 202-7778 松野こどもクリニック 富士市南松野2684-6 0545-85-0555

すながわこどもクリニック 井宮町103-1 205-2088 用宗落合診療所 用宗4-2-2 258-1007 村上小児科 草薙一里山19-7 345-6712

瀬名こどもクリニック 瀬名中央3-28-20 261-9790 もりもりキッズアレルギークリニック 下川原5-18-33 256-8080 八千代クリニック 八千代町3-24 351-3366

髙橋内科医院 本通5-2-8 253-0850 やはた内科・循環器内科 八幡4－7－21 286-6222 やまだメディカルクリニック 江尻町9-12 366-0750

玉川診療所 落合243-6 292-2223 山崎医院 新川1-19-5 285-6811 吉永医院 江尻東1‐1‐38 366-2722

てらむらクリニック 千代田6-30-13 263-1771 山田医院 聖一色473-1 262-2919 わたなべ小児科クリニック 木の下町67 344-2406

ときわ公園クリニック 常磐町3-6-14 252-6099 礼内科 曲金6-10-14-3F 654-6868

にしなこどもクリニック 瀬名3-38-3 295-5247 わたなべクリニック 南町6-16-104 285-5837

長谷通りクリニック 安東1-21-9 200-0808

はとりこどもクリニック 山崎1-26-4 297-3120

パルモこども診療所 有永町７－６ 246-0400

ひびのクリニック 大岩本町25-10 246-0099

平野医院 昭和町5-5 252-3267

マイクリニック大久保 川合2-1-20 263-5558

松木消化器内科クリニック 千代田7-7-12 262-6500

松成内科クリニック 大岩本町7-1 248-5101

まつとみクリニック 上伝馬23-18 205-4777

みどりのふきたクリニック 大岩町4-23 249-0888

宮城島内科医院 唐瀬1-2-27 247-5875

宮下医院 羽鳥1-7-13 276-0511

宮下内科クリニック 呉服町2-3-1 251-8880

望月小児科医院 追手町1-27 252-0422

森田クリニック 上足洗4-1-7 209-8380 リストに掲載していない医療機関で接種を希望する方は、希望する医療機関又は保健予防課までお問い合わせください。
八木医院 篭上28-24 271-2305 （かかりつけの方等であれば、掲載していない医療機関でも接種が可能な場合があります。）
ゆずの木町内科・循環器科 柚木町2 253-0014

横山内科・循環器科医院 幸町25-3 252-5630 日本脳炎２期の接種期間は、９歳を迎えてから、13歳になる誕生日の前日までです。 2023.3.31改訂
忘れずに接種を受けましょう。

日本脳炎（９歳以上）　実施医療機関リスト

電話番号所在地 電話番号 医療機関名 所在地医療機関名 所在地 電話番号 医療機関名

＜ご注意＞
予防接種を受ける際は、原則として予約が必要です。
接種の前に医療機関にご連絡をお願いします。
また、接種の際には母子健康手帳と予防接種シールを忘れずにお持ちください。

※平成７年４月２日から平成19年４月１日までの間に生まれた方は、日本脳炎の予防接種を20歳になる誕生日
の前日まで受けることができます。また、この範囲に生まれた方は、接種シール無しで接種することができます。


