
【恵那市】 

1 歳 中学生インフルエンザ予防接種医療機関 覧  実施期間 令和 4 年 10 月 1 日(土) 令和 5 年 1 月 3１日(火)

【中津川市】

１歳～中学生インフルエンザ予防接種医療機関一覧 実施期間 令和４年 10 月１日（土）～令和５年１月 31 日（火） 

地区 医療機関名 実施日 時間 予約 電話番号

井口ハートクリニック
月・水

土
午前８時３０分～１１時３０分、午後４時～６時
午前８時３０分～１１時３０分

無し 25-0810

加藤クリニック
月　～　土
土午後休診

午前８時３０分～１２時、午後３時３０分～6時
午前８時３０分～１２時

無し 25-6403

さつき内科小児科ｸﾘﾆｯｸ
月　～　土

木・土午後休診

午前９時～１１時３０分、午後４時～６時３０分
午前９時～１１時３０分
※新型コロナワクチン接種の状況により、変更の可能性があります

予約も可
(ネット予約可)

20-3350

必要 20-1657

必要 22-9235

蜂谷医院
火：午後

木・土：午前
電話にて予約時間を相談させていただきます 必要

26-2346
25-7833

恵那ファミリークリニック
月　～　金

木・土午後休診

午前８時３０分～１２時、午後４時～７時
木　午前８時３０分～１２時
土　午前８時３０分～午前１１時

要予約 20-1800

河上クリニック
月　～　土

木・土午後休診
午前９時～１２時、午後３時３０分～６時３０分
午前９時～１２時

予約も可 25-0551

たぐち耳鼻咽喉科
月　～　土

木・土午後休診
午前９時～11時30分、午後３時～5時30分
午前９時～11時30分

必要 26-3387

おがわ医院 月　～　金 午前９時～１２時、午後４時～６時 無し 26-5666

中部クリニック 月・火・水・金・土 電話にて予約時間を相談させていただきます 必要 26-3001

林外科内科
月　～　水・金

木・土
午前９時～１２時、午後３時～６時
午前９時～１２時

無し
※要問い合せ

26-5155

森川クリニック
月　～　土

木・土午後休診
午前９時～１１時３０分、午後４時～５時３０分
午前９時～１１時３０分

予約も可 26-2222

度会医院
月～水・金・土

土午後休診・木休診

午前９時～午後１時、午後３時３０分～６時

予約も可 26-2007

安部医院
月～土

木・土午後休診
午前8時３０分～１１時30分、午後3時～6時
午前8時３０分～１１時30分

無し 22-9777

東野 長谷川皮膚科
月～水・金・土

土午後休診

午前８時３０分～１２時、午後４時～６時
午前８時３０分～１２時
※新型コロナワクチン接種の状況により、接種開始時期が遅くなる可能性があります

無し 26-1831

三郷町 国保三郷診療所 月　～　金 午前９時～１１時３０分、午後３時～４時３０分（受付） 必要 28-1070

武並町
NexWel恵那地域笑顔共創
クリニック

月　～　金
※7日前までに予約必要

午前９時～午後5時 必要
050-3155-
5585

十全堂医院
月～水・金

木・土午後休診
午前９時～１２時、午後４時～午後７時
午前９時～１２時

必要 23-2230

上近藤診療所
月・火・金

木・土午後休診
午前９時～１２時、 午後３時～午後６時
午前９時～１２時

必要 23-2231

飯地町 国保飯地診療所 月　～　金 午前９時～１２時、午後４時～５時 必要 22-3027

国保岩村診療所
月　～　金

（水 午前除く）
午前９時～１１時３０分、午後２時３０分～午後５時
※水曜日の午前の受付はありません

無し 43-2572

田中クリニック
月　～　土

木・土午後休診

（１歳～小学生の方）
月～水、金　午前８時３０分～１２時、午後４時～６時
木、土　　　午前８時３０分～１１時
（中学生の方）
月～水、金　午前８時３０分～１２時、午後４時～６時３０分
木、土　　　午前８時３０分～１２時

無し 43-0122

山岡町 山岡診療所 月　～　金 午前９時～１１時３０分、午後２時３０分～４時30分 無し 56-2655

おおさわ医院
月・火・木・金

土午後休診

小学生以下：電話にて予約時間を相談させていただきます
中学生：午前９時～１0時３０分、午後３時３０分～5時30分
            午前９時～１0時３０分

小学生以下：必要
中学生：予約不要 54-4976

尾崎医院
月　～　土

木休診・土午後休診
診療時間内 予約も可 54-2141

山田診療所 月～水・金・土 診療時間内　※診療終了時刻15分前までに来院して下さい 無し 54-2505

串原 国保串原診療所 火 午後２時～３時３０分　(受付時間午後１時～3時３０分) 必要
47-2211
(国保上矢作病院)

上矢作町 国民健康保険上矢作病院 月　～　金 午前９時～１１時３０分、午後５時～６時３０分 無し 47-2211

明智町

大井町

長島町

市立恵那病院
火・水・金

(第１火除く)

午後３時３０分、午後３時４５分
予約開始日、接種実施日については、ワクチンの入荷時期等により決定いた
します 電話予約

平日午後２時～４時３０分

虹いろ在宅ケアクリニック  月　～　金 診療時間内　（※かかりつけの方のみ）

電話予約
平日9時～17時

中野方
町

岩村町

地区 医療機関名 電話番号
（0573）

予約 備考

恵那医院 66-1318 必要 中学生以上

恵那山のぎつね診療所
（旧：古瀬医院）

62-3001 必要 1歳以上

かぜと耳鼻咽喉科 62-3200 不要
接種日は、月・火・水・金
ワクチンがなくなり次第終了

木村眼科 65-7880 不要

木村内科 65-8088 予約も可

①電話予約（10：30～診療時間内）
②窓口予約（診療時間内）
③クリニックホームページより予約
（24時間対応）

恵北医院 66-1210 不要

小島クリニック 65-0011 不要 ワクチンがなくなり次第終了

ささきクリニック 62-3988 不要 小学生以上

田口医院 65-2872 必要

田口クリニック 65-4133 必要

つねだ整形外科･皮ふ科 65-5766 不要 中学生以上

中津川市民病院
66-1251
（代）

必要 小児科外来へ予約

中津クリニック 66-3111 不要

服部内科クリニック 65-8877 不要

林メディカルクリニック 65-2007 必要

MISTクリニック 67-9730 必要 13歳以上

やまだ内科クリニック 62-7707 予約も可
電話予約不可
クリニックのHP又は窓口で予約

上田医院 66-7222 不要

城山病院 66-1334 不要

小野医院 68-2039 不要

笠木医院 68-7161 不要 中学生以上

ふなはしファミリー
クリニック

68-2799 予約も可
できるだけクリニックのHPから予約し
てください

落合診療所 69-3219 不要

中川医院 69-5015 必要

阿木 阿木診療所 63-2900 必要

国保坂下診療所 75-3118 必要

近藤クリニック 70-1055 不要

川上 国保川上診療所 74-2400 必要

加子母 河村医院 79-2033 不要

回生堂医院 82-2125 不要
8：30～17：00は予約不要
夜間は要予約（月・水のみ）
10/17（月）から開始

竹内医院 82-3882 不要 水曜午後は接種不可

みお医院 82-5211 不要

今井医院 72-4377 不要

丹羽内科・
ペインクリニック

72-5777 不要

ハナノキ内科クリニック 76-3145 不要

深谷医院 72-2009 不要 第２・４土曜は接種不可

蛭川 国保蛭川診療所 45-2201 必要

福岡

苗木

坂下

落合

付知

中津

坂本

         


