
令和４年度　高齢者インフルエンザ　定期予防接種　指定医療機関一覧

医療機関によって、ワクチンの在庫や予約等の状況が異なりますので、予防接種を希望される場合は、事前に医療機関へお問い合わせください。

※掲載している電話番号は、市外局番0568に続く番号です。

令和４年10月１日現在

地区 医療機関名 所在地 方書 電　話

いわい皮フ科クリニック 西本町１－８－３ ３１－２０３７
Kファミリークリニック 知多町３－８ ３５－５００１
こばやしクリニック 中野町２－１４－９ ３６－２８２８
竹村整形外科クリニック 味美白山町１－４－１７ ３１－８２３４
内科眼科ゆたかクリニック 味美町３－６９ ３４－０３０３
二子山ファミリークリニック 二子町１－５－６ ３７－３３０２
青木内科クリニック 如意申町７－１２-１０ ３２－６６００
かすがいマタニティクリニック 前並町字東屋敷１０３ ３６－０３０１
加藤クリニック 下屋敷町字下屋敷１－２ ３１－３３６１
さかきばらクリニック 如意申町１－１０－１３ ３３－５００５
高山さとう内科 高山町２－９－７ ３３－３１０３
やまだ内科クリニック 西高山町１－７－１７ ３４－８８１１
飯田医院 田楽町１６５４ ８１－３０３２
家田内科 大手町３－１－１５ ８２－４１１８
いとう内科クリニック 岩野町２－６－１ ８２－２３００
井上医院 牛山町２９６－２１ ３１－３７３９
内田耳鼻咽喉科 町屋町１－９７ ８３－２９３３
かすがい関節・スポーツ整形外科　 いたみのクリニック 大手町４－７－１ ３１－３３３１
鈴木医院 大手町１０５０ ３１－３０６２
だんばら内科クリニック 牛山町１２４５-３ ３２－２１２３
ひばりクリニック 桃山町２－２８１－２ ２７－７６５０
足立病院 若草通１－１ ３１－２１９５
かしわばらクリニック 柏原町３－２６５ ８９－０１３０
勝川医院 若草通１－１２ ３１－２３０８
かちがわ北クリニック 角崎町３－１ ３４－１２１１
かちがわ整形外科 旭町４－２２ ３１－１１７７
勝川脳神経クリニック 勝川新町２－１５８ ３３－２２７７
川瀬医院 若草通２－３２ ３１－２２６６
かわなか内科・生活習慣病クリニック 松新町１－３ ルネッサンスシティ勝川一番街４F ２７－５３２１
くまい医院 妙慶町１４８－１ ３１－７５２５
小寺医院 八光町３－２５ ３１－０８７７
すぎやま耳鼻科クリニック 松新町1－３ ルネッサンスシティ勝川１番街３F ３５－７２７２
滝川医院 柏井町２－４５－１ ３１－７７０１
東海中央クリニック 角崎町１０２－１ ３６－１９６７
同仁医院 勝川町５－１０５ ３３－６７８７
成宮医院 八光町４－８４－３ ３５－６５６７
はやかわ・すずきクリニック 柏原町３－１８５ ８３－８７７７
はやし耳鼻咽喉科 松新町２－１１１ ３２－３３８７
訪問診療所　下島 妙慶町２－１ ３２－９９０２
北陽会病院 八幡町１１８ ３７－３２００
みのりクリニック　小児科・アレルギー科 八光町４－４４－２ ３１－６００１
森内科クリニック 勝川町８－１３　 勝川駅南口ビル１階 ３５－３１１７
横井内科クリニック 勝川町西２－５ ３３－３１１３
よしだ内科クリニック 柏井町１－８３ 勝川メディカルビル２階 ３１－３８５５
岡島内科 小野町６－２９ ８３－５８５５
勝川よろずクリニック 松河戸町２－６－２ ３５－５５８０
たかしまファミリークリニック 上条町２－１６０ ８２－８２２２
たけだクリニック整形外科・内科 小野町５－８９－６ ８２－８８０８
谷口内科 中切町２－１０－６ ８１－１１００
山際クリニック 小野町２－７２ ３３－１２３３
石川内科クリニック 南下原町４－９－４ ８７－６８００
石黒内科クリニック 朝宮町１－１１－１ ８９－３３３５
いわたクリニック 六軒屋町６－１４５ ８５－１２８５
小池医院 鳥居松町８－１９－１ ５６－００５０
こばやし耳鼻咽喉科 朝宮町１－１－３ ３４－４１３３
さくら小児科・アレルギー科 六軒屋町１－１０－１ ４１－８４００
田代クリニック 鳥居松町４－２１－１ ８４－１８１１
鳥居クリニック 鳥居松町２－３０７ ８１－２２００
中村耳鼻咽喉科 春見町４３ ８９－４１８７
林医院 春見町５２－１ ８１－５００５
春見あおいクリニック 春見町５６－５ ８５－５０５５
松原クリニック 八田町６－２２－１８ ８６－８８８０
ムラセ整形外科 八事町２－１１５ ８１－２６０８
やないクリニック 南下原町２－２－１５ ８４－３３００
六軒屋クリニック 六軒屋町西３－１３－２０ ８９－００１５
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令和４年度　高齢者インフルエンザ　定期予防接種　指定医療機関一覧

医療機関によって、ワクチンの在庫や予約等の状況が異なりますので、予防接種を希望される場合は、事前に医療機関へお問い合わせください。

※掲載している電話番号は、市外局番0568に続く番号です。

令和４年10月１日現在

地区 医療機関名 所在地 方書 電　話

あさひ病院 下原町字村東２０９０ ８５－００７７
アベクリニック 篠木町６－２－４ ８４－６６００
岩塚クリニック 割塚町１４６ ８１－４１３３
おおのクリニック 篠木町６－４－１ ８６－２５００
春日井整形外科 東野町３－１５－１ ８２－３７１１
かすがい皮フ科 西山町３-１-２ ８７－５６７８
かとう内科クリニック 割塚町１９６ ８４－９５１１
かめざわクリニック 東野町１０－１２－２ ５６－５０５０
きたしろ整形外科 北城町４－１５２１－１ ８１－８１０１
さとうクリニック 篠木町６－２４５６－１ ８７－５２５２
神領ファミリークリニック 堀ノ内町４－４－３ ８５－３０７０
須賀医院 神領町２－１２－１２ ８１－７１５５
すずらんクリニック 熊野町１５１９ ８４－３１０１
そぶえ内科クリニック 穴橋町２－１２－１３ ８７－３６００
竹内医院 篠木町５－４７ ８１－２６２０
徳丸外科 下市場町３－５－４ ８１－５３２１
にしむら泌尿器科・内科クリニック 下市場町４－１３－１２ ５７－２４２４
はやかわクリニック 下市場町６－７－３ ８９－３３８８
めぐみクリニック 神領町２－２０－１ ８２－１２４１
もちづき内科クリニック 東野町３－１－８ ８１－１１３１
吉田クリニック 梅ケ坪町７１－３ ８１－４７８６
片山内科こどもクリニック 高蔵寺町５－１４－１３ ５１－０２２９
こうぞうじ在宅支援診療所 高蔵寺町３－２－１１ ＰＲＩＭＡ高蔵寺１階 ２７－９７８６
産婦人科かたのクリニック 出川町５－８－６ ５１－１４４８
白山外科クリニック 白山町５－２１－８ ５１－５５５２
すまいる皮フ科クリニック 出川町３－１４－２ ５２－１３４１
出川もりクリニック 出川町５－２５－６ ５２－０００７
鳥山内科クリニック 白山町３－７－６ ５２－３７８８
内藤内科 高蔵寺町４－６－１２　 コスモビル１階 ５２－３０００
のじり内科クリニック 東神明町４４３ ５２－１１５１
服部クリニック 松本町１－３－７ ５３－０２２１
深見医院 高蔵寺町北２－１８ ５１－０７２６
もりなが耳鼻咽喉科 出川町２－３１－６ ５２－８７３３
吉田小児科 不二ガ丘１－１０２ ５１－１５４４
和田クリニック 東神明町１－５－３ ５１－０６６８
春日井リハビリテーション病院 神屋町７０６ ８８－００１１
春日井リハビリテーション病院附属クリニック 神屋町７０６ ８８－００３３
きむらハートクリニック 坂下町１－１５６１ ８８－８５５０
小松原内科 坂下町５－１２１５－７４２ ８８－３１００
渡辺整形外科 廻間町６８１－１５９ ８８－５０００
岩成台診療所 岩成台６－２－３ 岩成台団地１９棟１号 ９１－０７４３
小山クリニック 石尾台２－４－１２ ４８－１１１２
高森台病院 高森台４－４－５０ ９１－０２００
田島クリニック 石尾台５－８－８ ９５－０２３３
中央台診療所 中央台２－３－２ ２２８棟 ９２－２２１１
なかひがし整形外科皮フ科 岩成台５－２－１２ ９５－１５５５
のぞみクリニック 高森台４－１４－１５ ２９－５５４０
福井産婦人科医院 藤山台２－１－１２ ９１－５２２０
藤山台診療所 藤山台３－１－５ ９１－３００８
堀田おとな・こどもクリニック 岩成台５－２－１１ ９４－５６００
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