
高齢者インフルエンザ予防接種市内指定医療機関一覧

※高齢者インフルエンザ予防接種を受ける際は、接種日の確認や予診票の記入等が必要です。事前に医療機関にお問い合わせください。

※以下に掲載されている医療機関以外にも県内であれば接種可能な指定医療機関があります。かかりつけ医がありましたら確認して接種をお受けください。

医療機関名 所在地 電話番号 医療機関名 所在地 電話番号

あきやま医院 東下条町８０－２ 243-0500 たから内科心臓クリニック 宝２－２５－１１ 269-8355
あさかわレディースクリニック 北口３－８－１６ 252-7585 竹居医院 美咲１－１１－１５ 252-3908
あさなぎクリニック・心療内科 蓬沢町１０９９－１ 227-1000 武田内科小児科医院 屋形２－１－６ 251-3663
跡部医院 伊勢２－１５－６ 233-5456 地域医療機能推進機構　山梨病院 朝日３－１１－１６ 252-8831
いいづか医院 国母１－６－１７ 233-0808 塚原整形外科 丸の内２－９－１４ 222-3890
石原医院 七沢町１８０－１ 231-1600 露木耳鼻咽喉科医院 中央４－９－２ 235-3387
石山耳鼻咽喉科クリニック 向町２６７－１ 225-3387 内科小児科小野医院 貢川２－２－１１ 228-8822
井出整形外科医院 徳行１－７－３４ 221-7220 内科小児科矢崎医院 上阿原町６０１－３ 233-7222
今井循環器呼吸器科 住吉１－１０－４ 235-2278 内藤医院 丸の内２－３４－４ 222-3619
今井小児科 中小河原町１５８９ 241-5636 内藤内科小児科医院 住吉１－１４－１８ 233-4534
今井整形外科医院 上阿原町１１５１ 232-7411 中込医院 中央５－８－３２ 233-5965
今井内科医院 中央１－８－６ 235-3268 中込内科消化器科医院 荒川１－１１－１１ 253-5666
いまいペインクリニック 向町２６０－１ 236-7222 なかざわ耳鼻咽喉科クリニック 飯田２－３－９ 233-8744
いわもと内科おなかクリニック 向町２０２ 244-7144 なかじま胃腸クリニック 国母８－２８－３ 288-0001
うえむらクリニック 小瀬町１１４０－１ 242-2111 ながまつ医院 宮原町８８－１ 242-2015
おおくにクリニック 大里町５１２５ 288-0092 中村外科医院 丸の内１－１２－３ 233-4106
大久保内科呼吸器科クリニック 丸の内１－１９－１８ 235-2713 なかむら内科クリニック 武田３－３－１１ 255-1170

新津小児科 和戸町１００２－５ 233-1014
にしおか内科クリニックＲＡ 和戸町６７９ 222-2365

おさだクリニック 下飯田２－４－６ 236-3355
長田在宅クリニック 西下条町１３ 242-3700
おさだ内科クリニック 山宮町１８－１ 220-3703 初鹿耳鼻咽喉科医院 高畑２－４－１１ 224-3387
小沢外科内科医院 善光寺１－２５－７ 233-7037 はなわ内科クリニック 千塚１－９－２５ 242-7033
小沢耳鼻咽喉科アレルギー科クリニック 朝日１－８－１３ 252-2790 原整形外科医院 幸町６－１５ 233-8832
かない内科クリニック 朝気２－１－２２ 221-5550 ばんどう整形外科クリニック 古上条町２１－２ 242-3335
かみや整形外科クリニック 城東４－１７－５ 222-1140 東甲府医院 桜井町２９９ 222-2000
北野医院 下曽根町７８１－１ 266-3027 ひのはら整形外科ペインクリニック 里吉２－６－２２ 236-2277
橘田耳鼻咽喉科医院 中央２－１２－２８ 237-3387 ひはら整形外科 大手３－１－３７ 254-7778
くぬぎクリニック 北口１－１－８ 251-0383 日原内科小児科医院 天神町１４－４５ 252-8786
久保島医院 上今井町２２８１ 241-2747 平井耳鼻咽喉科 下小河原町２５－１ 243-3341
隈部小児科医院 中小河原１－１４－３ 243-0510 ひろクリニック 中小河原１－９－１２ 241-2313
恵信甲府病院 上阿原町３３８－１ 223-7333 広瀬内科医院 青沼３－５－５ 232-2011
けやき通り整形外科 上町３３９ 244-1230 深澤内科クリニック 国母５－１９－１８ 221-1177
健友堂クリニック 宮原町２１１－１ 242-3120 ふじ内科クリニック 緑が丘１－４－１６ 252-5150
こいし糖尿病内科クリニック 和戸町６８０ 268-3305 藤原医院 塩部４－１５－１６ 252-2588
甲州聖愛ハッピークリニック 上阿原町４８７－１ 236-0888 ふなやまペインクリニック 国母１－２２－２０ 221-1374
甲府共立診療所 宝１－１０－５ 221-1000 古川内科・皮フ科 国母１－４－８ 228-6100
甲府共立病院 宝１－９－１ 226-3131 保坂内科消化器科 中央４－１２－２６ 233-7241
甲府クリニック 北口１－２－１４－２０４ 254-3056 星野内科循環器科 和戸町３８９－３ 235-5225
こうふサザンクリニック 徳行２－１４－２６ 225-1133 ほそだクリニック 長松寺町１－３ 228-6111
甲府城南病院 上町７５３－１ 241-5811 堀内整形外科医院 湯村１－１０－２８ 252-9501
甲府昭和みみ・はな・のどクリニック 国母７－４－１２ 236-3313 本間外科胃腸科医院 湯村３－１－８ 252-3151
甲府脳神経外科病院 酒折１－１６－１８ 235-0995 ま 前田内科クリニック 塩部４－４－８ 253-8528
（独）国立病院機構甲府病院 天神町１１－３５ 253-6131 松澤整形外科 富士見１－７－６ 254-3101
小瀬こどもクリニック 下小河原町３５－５ 243-7766 三神医院 大里町２１５１－１ 243-2861
こせ耳鼻咽喉科クリニック 小瀬町１１４１－１ 288-9003 みずこし耳鼻咽喉科クリニック 和戸町６２１－１ 269-8714
ことぶき整形外科 寿町１４－２ 287-7000 みぞべこどもクリニック 塩部４－１４－１２ 252-1811
こどもの森クリニック 富竹１－３－１０ 269-8080 三井クリニック 塩部３－１６－３３ 251-0200
小林医院 小瀬町３－４ 241-5293 薬袋内科循環器科医院 荒川２－７－５ 251-2622
小松小児科医院 池田１－１１－７ 251-6776 宮澤医院 塩部３－１４－７ 252-2850
小宮山外科医院 中央１－１２－３３ 235-3311 向山クリニック 池田１－１－１１ 255-6500
古守医院 幸町２２－１１ 233-5230 望月整形外科クリニック 塩部４－１６－２ 220-3311
さいとう内科クリニック 下石田２－１－１５ 287-7625 や 矢崎耳鼻咽喉科医院 中央３－１２－２１ 233-3387
斉藤内科循環器科医院 国母８－２６－１３ 230-2200 安村クリニック 緑が丘２－２－１６ 252-7000
櫻林内科眼科医院 相生２－７－６ 223-5525 やぶさき泌尿器クリニック 下石田２－１６－６ 227-1212
桜林内科消化器科医院 宮原町１３３６－１ 241-2619 山角病院 美咲１－６－１０ 252-2219
笹本整形外科 古上条町４４６ 243-1717 山田ハートクリニック 北新１－１－２０ 267-8700
里吉内科クリニック 里吉４－１５－１７ 227-0028 山梨県厚生連健康管理センター 飯田１－１－２６ 223-3630
柴垣皮フ科医院 砂田町１１５９－１０ 228-1112 箭本外科整形外科医院 北口３－１－１ 253-3532
しまづ脳神経クリニック 千塚５－１３－２１ 254-1200 湯村温泉病院 湯村３－３－４ 251-6111
清水医院 大里町２９４０ 241-1181 横田内科小児科医院 上石田２－３０－４４ 222-8710
清水耳鼻咽喉科医院 徳行１－１－２０ 226-8733 よこやま泌尿器在宅クリニック 千塚１－５－２４ 252-7271
清水内科外科医院 千塚４－９－１６ 252-3986 ら 樂天堂内科整形外科 朝気１－１－２９ 233-1151

わ わかみや内科クリニック 湯田２－１９－２ 287-6377

順聖クリニック 湯村１－５－１９ 251-2121
城東病院 城東４－１３－１５ 233-6411
市立甲府病院 増坪町３６６ 244-1111
須貝整形外科医院 国母１－1５－１２ 226-0311
杉田医院 善光寺１－１１－１４ 233-5251
すずきネフロクリニック 塩部１－１０－６ 252-3811

富士見１－７－３５
ヴィラフジミ１Ｆ 253-2119

さ

【問合せ先】
甲府市　医務感染症課　℡２３７－２５８７

な

令和４年８月１日現在

下小河原皮膚科クリニック
下小河原町２４８－１
ｸﾞﾚｲｽﾘｰ下小河原1F-G

288-9420

おかだ内科クリニック
北口２－９－１２
ニシコー北口駅前ビル２F 288-1801
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のだ内科クリニック


