
 令和4年度 太田市インフルエンザ予防接種実施医療機関

医 療 機 関 所在地 電話番号 医 療 機 関 所在地 電話番号

あおぞら内科リウマチ科クリニック 新道町 0276-55-2590 問合 正田医院 南矢島町 0276-38-5511 予約

あさひクリニック 藪塚町 0277-78-7575 予約 下浜田クリニック 下浜田町 0276-47-7330 予約

新井診療所 新井町 0276-46-1850 随時 秀クリニック 高林北町 0276-38-1137 随時

荒木医院 新田村田町 0276-57-2722 予約 城山病院 飯塚町 0276-46-0311 予約

有坂医院 龍舞町 0276-45-3681 随時 杉田内科医院 鳥山上町 0276-37-7338 随時

イムス太田中央総合病院 東今泉町 0276-37-2378 予約 杉立医院 台之郷町 0276-46-9345 予約

いいじま呼吸器科内科クリニック 下小林町 0276-49-1121 予約 鈴木医院 新田早川町 0276-56-7876 予約

飯塚医院 新田木崎町 0276-56-1040 随時 関口医院 牛沢町 0276-38-0358 随時

五十嵐医院 大原町 0277-78-2405 随時 高沢胃腸科外科 新井町 0276-45-1133 随時

石井整形外科医院 藪塚町 0277-78-0211 予約 たから女性クリニック 由良町 0276-32-2159 予約

石田整形外科医院 由良町 0276-32-6566 随時 宝田医院 新田上江田町 0276-40-8088 問合

伊藤内科小児科クリニック 飯塚町 0276-46-3311 予約 たきざわ医院 新田赤堀町 0276-55-1010 予約

うがじんクリニック 飯塚町 0276-40-1414 随時 竹内医院 飯田町 0276-30-0001 随時

えはら内科クリニック 下小林町 0276-60-3130 問合 谷口クリニック 城西町 0276-33-7756 予約

大沢医院 新田木崎町 0276-56-7369 随時 東毛敬愛病院 上小林町 0276-26-1793 予約

大島胃腸科内科クリニック 新野町 0276-33-7500 随時 とうもう整形外科クリニック 東金井町 0276-20-2500 予約

太田協立診療所 石原町 0276-45-4911 予約 登田医院 八幡町 0276-25-5556 問合

太田西部診療所 米沢町 0276-32-0301 予約 鳥山医院 鳥山下町 0276-55-3175 予約

太田第一整形外科内科 浜町 0276-47-0171 予約 中野医院 成塚町 0276-37-5800 予約

太田糖尿病クリニック 南矢島町 0276-55-6611 予約 成田医院 東本町 0276-22-2096 予約

太田ハートクリニック 藤阿久町 0276-57-6181 問合 野口皮膚科医院 飯塚町 0276-60-1211 随時

おおた泌尿器科・内科クリニック 東矢島町 0276-38-8833 予約 野村クリニック 古戸町 0276-61-3796 予約

おおたブレストクリニック 西本町 0276-50-1748 予約 八幡クリニック 八幡町 0276-20-2220 予約

太田南クリニック 細谷町 0276-57-8927 予約 服部・えびすさまクリニック 飯塚町 0276-55-3111 随時

荻野整形外科クリニック 南矢島町 0276-38-0867 予約 平原内科・消化器科 小舞木町 0276-45-3891 随時

尾島クリニック 粕川町 0276-40-7171 随時 深川クリニック 小舞木町 0276-45-0133 予約

春日医院 本町 0276-22-2257 予約 ふくだ耳鼻咽喉科クリニック 下小林町 0276-60-3130 随時

金子クリニック 岩瀬川町 0276-30-2626 問合 星野内科胃腸科医院 東矢島町 0276-48-5525 随時

鹿山整形外科医院 飯田町 0276-45-0511 予約 堀江病院 高林東町 0276-38-1215 随時

川田クリニック 由良町 0276-33-7755 予約 堀越医院 鳥山下町 0276-22-2660 予約

木崎クリニック 新田木崎町 0276-56-7770 随時 ほんまち診療所 大原町 0277-78-2254 問合

喜多村クリニック 東本町 0276-26-1000 予約 まえはら耳鼻咽喉科クリニック 下小林町 0276-30-2777 予約

くつなクリニック 由良町 0276-60-4475 予約 松本医院 東長岡町 0276-46-8707 予約

くろいわ内科・呼吸器科クリニック 上田島町 0276-32-9618 問合 みなみ医院 飯田町 0276-45-6250 予約

剣持整形外科 東本町 0276-25-2537 予約 みのわクリニック 由良町 0276-40-4888 予約

こいそ整形外科クリニック 龍舞町 0276-60-5518 予約 本島総合病院 西本町 0276-22-7131 随時

宏愛会第一病院 六千石町 0277-78-1555 予約 もとじま整形外科・糖尿病内科 新野町 0276-33-9777 予約

小暮整形外科 高林北町 0276-55-3017 随時 もとはしクリニック 別所町 0276-31-5071 予約

小島医院 熊野町 0276-25-0378 問合 山岸内科医院 飯塚町 0276-45-1580 随時

小林胃腸科医院 新井町 0276-45-9080 予約 山口医院 台之郷町 0276-45-8818 随時

小林クリニック 世良田町 0276-60-7560 予約 山口外科医院 西本町 0276-31-3561 随時

坂本胃腸科医院 大原町 0277-40-4111 予約 山田クリニック 上小林町 0276-40-2121 随時

佐藤耳鼻咽喉科医院 飯塚町 0276-48-4526 予約 ゆら皮膚科クリニック 由良町 0276-55-8622 予約

さわのクリニック 牛沢町 0276-60-5050 随時 横室医院 尾島町 0276-52-0502 予約

椎名内科医院 矢場新町 0276-45-8699 予約 綿打診療所 新田上田中町 0276-56-3366 予約

しのはらクリニック 世良田町 0276-52-5501 予約 和賀クリニック 大原町 0277-20-4370 随時

しむら整形外科 新田大根町 0276-57-8835 随時 渡辺クリニック 飯田町 0276-40-1811 予約
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   ＊下記以外の医療機関（群馬県内及び足利市内）で接種を希望する場合は、かかりつけ医療機関にお問い合わせください。
   ＊県外（足利市内を除く）の医療機関を希望する場合は、別途申請が必要ですので保健センターへお問い合わせください。
   ＊「予約」：予約が必要　　「随時」：診療時間内随時　　「問合」：問い合わせ必要
     詳細については、事前に医療機関にお問い合わせください。
   ＊随時の場合でも、事前の問診や接種後の観察をおこないますので、時間に余裕をもっておでかけください。


