
No. 医療機関名 住所 電話番号

12 小田部小児科内科医院
※１・２回目を当院で接種された方のみ

六地蔵町並32
対面予約

（電話予約不可）
できるだけ窓口で直接相談を

13 医療法人社団　神野医院　じんのクリニック
※かかりつけの方のみ

六地蔵町並39
窓口に直接受付

13:00～1700

14 杉の下整形外科クリニック
※かかりつけの方のみ

六地蔵奈良町74-1ﾊﾟﾃﾞｼｵﾝ六地蔵ミッ
ドﾓｰﾙ2F

38-2900

15 中村医院 六地蔵町並38-22 31-5237

16 医療法人いしのこどもクリニック
※かかりつけの方のみ

六地蔵奈良町74-1 ﾊﾟﾃﾞｼｵﾝ六地蔵ﾐｯ
ﾄﾞﾓｰﾙ2F

38-5200

17 大石医院
※かかりつけの方のみ

木幡陣ノ内20 31-8354

18 大石木幡医院 木幡大瀬戸46 33-0306

19 小山医院
※原則当院で１・２回目を接種された方

木幡御蔵山39-602 31-5455

20 中田医院
※当院で1・2回目接種された方のみ

五ヶ庄戸ノ内7-22 38-2477

21 藤井医院 五ヶ庄梅林46-5 31-8355

22 宇治病院 五ヶ庄芝ノ東54-2 32-6000

23 藤井おうばく駅前内科クリニック 五ヶ庄新開11-29・18 33-2828

24 上田診療所
※かかりつけの方のみ

菟道平町17
22-7586

又は窓口に直接予約

25 大石三室戸医院 菟道荒槇28-3 24-0306

26 原田医院 菟道東隼上り5-38 33-3411

27 原田内科医院 菟道丸山38-11 23-5839

28 明星町 いかだ医院
※土曜　13:00～と13:30～

明星町2-9-83 23-1736

29 宇田医院 宇治弐番48-1 23-2166

30 服部医院　※かかりつけの方とその家族、
１・２回目を当院で接種された方のみ

宇治壱番68 22-1111

31 医療法人糖心会　べっぷ内科クリニック 宇治半白12-3 66-1024

32 医療法人松井整形外科医院 宇治半白19-10 23-2055

33 増井医院
※かかりつけの方のみ

宇治妙楽39 21-2063

34 こいずみ医院 羽拍子町82-1 窓口に直接予約

35 中村医院 羽拍子町56-22 窓口に直接予約

36 広野町 あづま整形・形成外科クリニック 広野町東裏108-3 43-5101

37 なかうち泌尿器科クリニック
※かかりつけの方のみ

広野町西裏87ザ・ガーデンコミューンD
棟２階

45-5600

38 村山医院 広野町尖山23-4 41-2835

39 今村医院 広野町茶屋裏3-3 41-6300

40 寺山台 才田小児科医院
※12才以上、20才未満の方のみ

寺山台1-9-2 48-3112

41 おやいづ医院
※かかりつけの方のみ

伊勢田町南山52-6 41-6013

42 広田医院 伊勢田町中山60-1 43-0218

43 曽我産婦人科 伊勢田町大谷61-22
20-0006

9：00-17：30

44 上ノ山吉岡医院
※かかりつけの方のみ

大久保町上ノ山21-1 43-4181

45 まつだ在宅クリニック
※かかりつけの方のみ

大久保町旦椋11-8-201 46-8039

46 医療法人社団岡田医院 小倉町天王31-5
24-7755又は窓口予約

診療時間内
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47 医療法人社団笹平診療所
※かかりつけの方優先

小倉町南堀池109
21-4523

8：30-9：00
16：30-17：00

48 医療法人高嶋医院
※15～17歳の高校生相当のみ可

小倉町西浦5-13 23-5513

49 たなか医院 小倉町神楽田16
医院の

HPよりネット予約のみ

50 医療法人社団完岡医院 小倉町西畑41-21
21-2507

8：30-12：00

51 宮本医院
※かかりつけの方のみ

小倉町西畑40-4 窓口に直接予約

52 植田医院 小倉町南浦18-122
窓口に直接予約

9：00-11：30（月～土）
17：00-19：30（月火水金）

53 今林医院 小倉町西浦88-39 21-4522

54 鉢嶺医院 小倉町山際1-3 窓口に直接予約

55 きだ内科クリニック 平川山道46-25 窓口に直接予約

56 コクラ医院 久世下大谷18-111 52-2479

57 伊勢村医院
※16.17歳の方のみ

寺田尺後51-14
56-3290

予約受付9:30～11:00

58 うめかわ内科クリニック 寺田高田55 54-7808

59 大原クリニック 寺田今堀152-38 窓口に直接予約

60 栗山小児科医院 寺田深谷64-13
診療時間内予約

　56-2199

61 酒井クリニック 寺田樋尻29-7
診療時間内

予約専用070-1761-1002

62 佐々木整形外科 寺田樋尻12-67 55-7123

63 森澤医院 寺田西ノ口18 52-5303

64 鹿野医院 富野西垣内21 窓口に直接予約

65 鈴木診療所 富野西田部1-7
予約受付9:00～11:00

 55-6233

66 堀士内科医院 富野乾垣内80
診療時間内電話後

窓口直接受付
52-1428

67 安見内科医院 枇杷庄鹿背田37-9　TACTビル2F 55-0633

68 吉田クリニック
※かかりつけの方のみ

枇杷庄鹿背田62　MIKIビル3F 56-8688

69 南京都病院 中芦原11
電話予約のみ（平日）

14:00～16:00
予約専用　　80-2880

70 たつみ内科クリニック 市辺小梨間31-10 55-1937

71 ほりうち医院 市辺柿木原52-1
診療時間内予約専用

58-0277

72 勘田内科医院 林宮ノ後３６－８
０７７４－４５－１２８０

診療時間内

73 くわはら内科 北川顔村西６－２
０７５－８７４－６２２２

診療時間内

74 たえ子耳鼻咽喉科
めまいクリニック

栄４－１－５１
電話受付：午後2時～午後4時

もしくは医院のHPより予約
０７７４－４４－４１３３
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