【高齢者インフルエンザ予防接種 協力医療機関一覧（地区）】
施設名
西 条 町
いまじょうクリニック

所在地

電話番号

高屋町桧山79-1

082-426-6830
082-493-8130
西条栄町10-30キョーエイ栄町ビル201
おかざき泌尿器科
082-431-3876
西条本町12-2木阪クリニックビル２F 082-421-5112
おかべ皮ふ科
小田医院
西条本町3-30
082-422-2456
かじわら内科循環器科
西条町田口2721-2
082-420-2225
かとう小児科アレルギー科 西条土与丸5-9-6
082-421-5522
かなたクリニック
西条町御薗宇2049-1
082-493-7451
川口内科クリニック
西条中央7-1-17
082-422-3518
木阪病院
西条町土与丸1235
082-421-0800
木阪クリニック
西条本町12-2
082-422-2502
くぼにし小児科・内科クリニック 西条町大沢98-1
082-420-2222
こまざわ小児科
西条町寺家7377
082-493-6566
西条心療クリニック
西条西本町28-30
082-421-1480
西条中央病院
西条昭和町12-40
082-423-3050
西条ときわクリニック
西条中央5-4-1
082-493-5115
じけ駅前内科・糖尿病内科クリニック 寺家駅前14-17-301
082-493-5566
寺家内科クリニック
西条町寺家6621-1
082-493-8555
下山記念クリニック
西条町寺家7432-1
082-424-1121
せきとう内科消化器科クリニック 西条町御薗宇5489-5
082-493-8551
そね内科クリニック
西条町御薗宇4281-1
082-426-6855
たにぐち脳神経外科クリニック 西条本町12-2-2F
082-421-7888
友安クリニック
西条町寺家字前谷1319-1 082-422-1900
中前外科内科クリニック
西条町助実1854-1
082-423-8200
のぞみ整形外科クリニック西条 西条町助実1182-1
082-422-6000
のぞみ整形外科クリニック寺家 西条町寺家4720
082-424-0009
のだ医院
西条中央3-5-6
082-422-3323
原クリニック東広島
西条栄町2-23
082-423-2332
東広島医療センター（かかりつけ・入院患者のみ） 西条町寺家513
082-423-2176
東広島記念病院
西条町吉行2214
082-423-6661
東広島中央クリニック
西条町御薗宇8537-1
082-426-6883
藤井脳神経外科
西条町馬木245
082-425-0211
藤原内科医院
西条町御薗宇2421-4
082-422-6262
本城内科小児科
西条中央8-3-3
082-422-6744
三浦医院
西条西本町27-28
082-422-3080
みやわき耳鼻咽喉科クリニック 西条本町12-2-2B
082-421-8741
みわこどもクリニック
西条町西条東1051-222
082-431-4555
本永病院
西条岡町8-13
082-423-2666
山本内科医院
西条町寺家字後谷3228-2 082-493-7108
わかみやメンタルクリニック 西条上市町5-5総合不動産ビル3-D 082-431-6110
八 本 松 町
石井医院
八本松町正力2147-2
082-420-1411
数佐整形外科医院
八本松東7-8-15
082-428-8321
こどもクリニック八本松
八本松南2-4-15
082-428-1150
佐々木医院
八本松町原6769
082-429-0255
高橋ホームクリニック
八本松飯田6-16-12
082-428-0147
なかた内科医院
八本松南5-9-14
082-497-3077
うたのはら整形外科クリニック 西条町寺家字横田5284-1

東広島市 健康福祉部 医療保健課

令和3年10月1日現在
施設名
八 本 松 町
八本松病院
マイクリニック
松田医院
山田脳神経外科
高 屋 町

所在地

加藤耳鼻咽喉科（11/8（月）接種開始）

門川内科医院
川中医院
小西脳外科内科医院
坂本クリニック
白市診療所
造賀信原医院
高美ヶ丘クリニック
高美中央クリニック
高屋よろず内科クリニック
友兼整形外科
なんぶ内科医院
藤原医院
本田クリニック
まきだクリニック
よこやま産婦人科
志 和 町
さえき医院
志和医院
三木医院

黒 瀬 町
岡本内科・消化器科
康成病院
サザンクリニック
清水医院
新開医院
前田医院
山形内科循環器医院
安 芸 津 町
あきまろ園
おの内科クリニック
神田医院
県立安芸津病院
南海診療所
河 内 町
葵の園クリニック
AOI広島病院
河内クリニック
福 富 町
久芳診療所
竹仁診療所
福富内科外科医院
豊 栄 町
豊栄診療所

TEL：082（420）0936

電話番号

八本松東3-9-30
八本松東3-31-26
八本松町飯田101
八本松町飯田111-1

082-420-1230
082-497-3232
082-428-0019
082-427-1110

高屋町杵原1135-2
高屋町小谷2944-10
高屋町宮領1032
高屋町造賀2957-1
高屋町杵原957-1
高屋町白市716-1
高屋町造賀737-2
高屋高美が丘4-33-1
高屋高美が丘5-2-1
高屋町杵原1826-1
高屋町杵原1771-1
高屋町小谷3253-1
高屋町桧山448-1
高屋町杵原1292-1
高屋町中島31-17
高屋町中島168

082-439-3387
082-434-6010
082-434-0138
082-430-2020
082-434-6610
082-434-2020
082-436-0100
082-434-8110
082-434-1128
082-491-0028
082-439-0777
082-434-7822
082-434-0029
082-434-8811
082-491-1751
082-434-7777

志和町志和東1199-4
志和町七条椛坂1643-1
志和町別府1324

082-433-3733
082-433-2228
082-433-2501

黒瀬町兼広138
黒瀬町楢原757
黒瀬町兼広137-8
黒瀬町丸山1324
黒瀬町兼沢1074
黒瀬町国近335-1
黒瀬町楢原243-6

0823-83-1611
0823-82-3113
0823-83-6171
0823-82-2011
0823-82-2074
0823-82-2179
0823-82-4577

安芸津町風早497-5
安芸津町風早1118-14
安芸津町風早1522
安芸津町三津4388
安芸津町風早2027

0846-45-5600
0846-46-1213
0846-45-0039
0846-45-0055
0846-45-0131

河内町入野7841-2
河内町入野7907-2
河内町中河内1197-1

082-420-7171
082-420-7000
082-420-7665

福富町久芳3797-1
福富町竹仁504-5
福富町久芳1539-27

082-435-2345
082-435-3100
082-430-1101

豊栄町乃美3009

082-432-2005

FAX：082（422）2416

