
所在地 電話番号

大野医院 電話

あさか内科クリニック 郡山市安積町長久保一丁目1-5 024-937-3939

おおがクリニック 郡山市片平町字出磬東5-5 024-962-0600

おおつきまちクリニック 郡山市大槻町字蝦夷坦69-1 024-961-5467

あさかの杜クリニック 郡山市安積町成田字漆山50 024-937-3151

予約方法

いいもり子ども医院 郡山市富久山町久保田字伊賀河原3 024-990-1241

うじいえ内科クリニック 郡山市大槻町字広町26-7 024-961-7888

医療機関名

海野医院 郡山市町東3-100 024-952-5738

かわなこどもクリニック 郡山市安積三丁目298 024-947-5377

菊池医院 郡山市本町一丁目13-17 024-932-0154

郡山市香久池二丁目11-8 024-933-9628

おおのこどもクリニック 郡山市字賀庄５４－１ 024-937-3775

024-946-3251

電話 ８時30分～17時

岡崎産婦人科 郡山市安積二丁目335 024-945-8080

かずま医院 郡山市菜根一丁目15-2 024-934-7750

受付時間：月曜から金曜　９時～11時30分、14時30分から17時
30分、土曜は午前中のみ
午後開始時間は30分程遅れる場合あり。クーポン忘れの返金は
平日18時までのみ

窓口又は電話 受付時間　９時～11時、14時～16時

特記事項

太田西ノ内病院 郡山市西ノ内2-5-20 024-925-1188

ネット予約 受付時間　11時～16時　予約はネットで24時間可能

池田内科医院 郡山市安積町荒井字下北井前43-5

ネット

電話又はネット
電話受付：９時～12時、14時～17時
ネット予約３日前まで
接種時間：９時～11時、16時～17時（木、土は午前中）

電話
受付時間：火曜日のみ　13時30分～16時
接種時間：月～金　9時～16時、土　9時～12時
予約は電話番号：024-925-1188（小児科外来）へ

電話
14時から16時30分まで
予約は電話番号：080-9074-9946　へ

天田内科クリニック 郡山市山根町12-27 024-932-3555 電話
予約時間：８時30分～、16時30分～（12時～14時休憩のため受
け付けてません）
予約は電話番号：080-6380-3555　へ

令和４年度児童インフルエンザ予防接種費用助成事業対象医療機関一覧

電話 電話予約時間：10時～12時30分、14時30分～17時

ネット又は電話
10時から11時、14時から15時。
完全予約制。木曜日午後と土日曜日休診。
電話予約の場合、電話番号：024-962-0611　へ

電話 電話にてお問い合わせください。

受付時間：８時30分～10時、14時～17時

受付時間：９時～12時、14時～15時

未定 未定

予約制ではございません。状況によってお待たせする事があり
ますが、ご了承ください。

tel:0249373939
tel:0249620600
tel:0249615467
tel:0249373151
tel:0249901241
tel:0249617888
tel:0249525738
tel:0249475377
tel:0249320154
tel:0249339628
tel:0249373775
tel:0249463251
tel:0249458080
tel:0249347750
tel:0249251188
tel:0249323555
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ひさこファミリークリニック 電話

すみこしこどもクリニック 郡山市本町二丁目11-7 024-935-5000

さくまファミリークリニック 郡山市亀田一丁目51-12

喜久田クリニック 郡山市喜久田町堀之内字南椚内8-10 024-963-1601

どうまえクリニック 郡山市堂前町31-6 024-922-3699

塚原産婦人科内科・外科医院 郡山市桑野二丁目34-12 024-922-5789

鈴木医院 郡山市湖南町舘字伊勢ノ前1237-5 024-982-2113

じんキッズクリニック 郡山市字山崎305-6 024-974-2525

東原クリニック 郡山市東原一丁目222番地

久米こどもクリニック 郡山市島二丁目５０－１ 024-923-0585

024-925-1616

024-927-5530

さかい小児科クリニック 郡山市富田東３丁目20番地 024-921-2216

チルドレンクリニック

郡山市中ノ目一丁目26-2 024-952-4415

田村診療所 郡山市田村町岩作字穂多礼280番 024-955-3128

トータルヘルスクリニック 郡山市字山崎171 024-927-0305

寿泉堂綜合病院 郡山市駅前一丁目1-17 024-932-6363

郡山市大槻町二本木12-1 024-952-3721

長者２丁目かおりやま内科 郡山市長者二丁目12-5 024-954-6773

土屋病院 郡山市字山崎76-1 024-932-5435

ひわだ太田診療所 郡山市日和田町字原12-41 024-968-2311

ネット ホームページの予約サイトでの予約のみ

平日／木曜日以外：９時～11時、13時30分～15時30分
土曜日：９時～11時、14時～16時
直接来院可（状況によって早めに終了するときもあります）

電話 受付時間：９時～11時、14時～16時

電話

電話
接種時間：10時30分～11時30分、15時30分～17時まで。
水曜・土曜日は午前のみ。

月～土：12時～13時、月火木金：15時30分～16時30分
予約は診療時間帯随時受付ます。

電話
接種受付時間：８時～11時、15時から17時
予約時間は診療時間内

電話 月・火・木・金の午前中

窓口又は電話 診療時間内に電話・窓口にて予約

電話
月・火・木・金：11時～12時30分、15時～16時30分
土：11時～12時

電話 接種時間：15時30分～16時30分

電話
受付時間：９時30分～11時、14時～16時
（木曜日の午後は休診のため電話予約不可）
予約は電話番号：090-1674-1771　へ

かかりつけ患者様のお子様のみ

窓口又は電話

予約不要
満３歳以上のみ。
予防接種受付時間：９時～11時30分、14時30分～16時

ネット予約 当院のＨＰよりネット予約

ネット

電話 受付時間：月～金　14時～15時

電話又はネット 予約受付開始９月26日　接種開始10月３日

tel:0249355000
tel:0249631601
tel:0249223699
tel:0249225789
tel:0249822113
tel:0249742525
tel:0249230585
tel:0249251616
tel:0249275530
tel:0249212216
tel:0249524415
tel:0249553128
tel:0249270305
tel:0249326363
tel:0249523721
tel:0249546773
tel:0249325435
tel:0249682311
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ロブレ耳鼻咽喉科 郡山市富久山町久保田字伊賀河原13-1 024-932-8733 電話 予約は診療時間内で電話のみ

ユア・クリニックたかはし 郡山市虎丸町1-5ロイヤルライフ虎丸１階 024-990-0646

024-957-3308

緑ヶ丘こどもクリニック

わんぱくさいとうこども医院 郡山市御前南六丁目122 024-983-0189

中町耳鼻咽喉科クリニック 郡山市中町14-17 024-939-3387

まつもと内科クリニック 郡山市田村町金屋マセ口4-1 024-953-7412

山田内科クリニック 郡山市開成二丁目7-8 024-933-7502

渡辺美佳子こどもクリニック 郡山市富田町字下亀田1-35 024-927-8622

郡山市緑ヶ丘東3-1-3 024-956-6006

モミの木クリニック 郡山市鳴神一丁目1-1 024-926-0131

ほし横塚クリニック 郡山市横塚二丁目20-36 024-956-7778

むかわクリニック 郡山市八山田五丁目79 024-933-7788

星総合病院 郡山市向河原町159 024-983-5511

増戸医院 郡山市逢瀬町多田野字久保田10-1

森藤医院 郡山市日和田町字山ノ井２番地 024-958-4567

古川内科眼科医院 郡山市小原田四丁目12-26 024-956-6500

窓口又は電話 電話予約受付時間：10時～12時、16時～18時

ネット
スマホで予約（診察券の番号が必要）
スマホをお持ちでない場合は電話ください。

窓口又は電話

電話 月曜日から土曜日までの営業時間内

電話 月火木金：８時から17時、水土：８時30分～12時

９時～11時

９時～17時　当院での接種歴のある方優先窓口又は電話

診療時間内

電話
予約受付時間：月～金　９時～16時
接種可能時間は未定です。
予約は予約センター（電話番号：0120-33-4895）へ

なし 受付時間：８時30分～11時30分、14時～17時

予約不要
接種日に３歳以上であること。診療時間終了の１時間前までに
お越しください。

かかりつけの方のみ

電話

tel:0249328733
tel:0249900646
tel:0249573308
tel:0249830189
tel:0249393387
tel:0249537412
tel:0249337502
tel:0249278622
tel:0249566006
tel:0249260131
tel:0249567778
tel:0249337788
tel:0249835511
tel:0249584567
tel:0249566500

