
令和元年度子ども予防接種週間
令和２年３月１日(日)～７日（土）

市区町村 医療機関名
電話番号
（任意）

医療機関の長 小児科医会

大館市 石田内科医院 石田　強
大館市 石田脳神経外科クリニック 石田  恭央
大館市 石塚医院 石塚　正博
大館市 石母田耳鼻咽喉科医院 石母田　實
大館市 梅内小児科クリニック 梅内  孝倫 ◯
大館市 くどう小児科医院 工藤　眞生 ◯
大館市 小松内科胃腸科医院 小松　良彦
大館市 根田内科医院 根田　芳昌
大館市 佐々木内科医院 佐々木　隆幸
大館市 常盤医院 鈴木　邦男
大館市 ファミリークリニック千田 千田　禎佐緒
大館市 小山内医院 中村　純一
大館市 ふじた耳鼻咽喉科クリニック 藤田　繁俊
大館市 山内耳鼻咽喉科 山内  博幸
大館市 大館市立総合病院 原　秀一 ◯
北秋田市 うえだクリニック 上田　忠
北秋田市 遠藤クリニック 遠藤　勝實
北秋田市 児玉内科クリニック 児玉　達彦
北秋田市 近藤医院 近藤　義任
北秋田市 たむら内科クリニック 田村　豊一
北秋田市 津谷内科 津谷　泰夫
北秋田市 奈良医院 奈良　正人
北秋田市 北秋田市民病院 神谷　彰 ◯
北秋田市 北秋田市国民健康保険合川診療所 齋藤　浩太郎
北秋田市 北秋田市立米内沢診療所 高橋　賢郎 ◯
北秋田市 北秋田市立阿仁診療所 伴　實
能代市 ＪＣＨＯ秋田病院 0185-52-3271 石岡　隆
能代市 能代厚生医療センター 0185-52-3111 近田　龍一郎
能代市 ねもとクリニック 0185-52-8777 根本　大輔
能代市 石川こどもクリニック 0185-52-8558 石川　孝成
能代市 藤原こども医院 0185-52-7241 藤原　正宏
能代市 平野医院 0185-54-3181 平野　善憲
潟上市 佐々木医院
潟上市 小玉医院
潟上市 出戸診療所
八郎潟町 湖東総合病院
男鹿市 佐藤医院
男鹿市 鹿嶋医院
男鹿市 ふるやファミリークリニック
男鹿市 よしだ内科クリニック
五城目町 千葉内科医院
五城目町 ささき内科クリニック
秋田市 秋田厚生医療センター 018-880-3000 遠藤　和彦 ○
秋田市 秋田赤十字病院 018-829-5000 小棚木　均
秋田市 あらやキッズクリニック 018-838-7270 三浦　忍
秋田市 石田小児科医院 018-831-3012 石田　和子 ○
秋田市 井谷耳鼻咽喉科医院 018-836-3387 井谷　修
秋田市 いなば内科胃腸科クリニック 018-868-1781 稲葉　宏次
秋田市 いなみ小児科ﾌｧﾐﾘｰｸﾘﾆｯｸ 018-893-3955 稲見　育大 ○
秋田市 今村記念クリニック 018-872-1313 田村　康樹 ○
秋田市 岩崎医院 018-886-4133 岩崎　斉
秋田市 えのきこどもクリニック 018-866-0505 榎　正行 ○
秋田市 大野小児科医院 018-832-5301 大野　忠行 ○
秋田市 おのば高橋小児科クリニック 018-892-6600 高橋　康 ○
秋田市 皮ふ科・小児皮ふ科 お肌のクリニック 018-874-7558 豊田　知子
秋田市 オリブ園こども発達クリニック 018-828-7750 後藤　良治 ○
秋田市 加賀谷記念小松こども医院 018-839-8100 小松　偉子 ○
秋田市 かがや内科医院 018-834-0145 加賀谷　学
秋田市 木村内科クリニック 018-828-1112 木村　衛
秋田市 御所野ひかりクリニック 018-829-8880 勝田　光明
秋田市 こどものクリニック 018-883-5555 佐々木　剛一 ○
秋田市 澤口医院 018-865-3311 澤口　博 ○
秋田市 さくら小児科医院 018-825-5560 荘司　裕 ○
秋田市 島田クリニック 018-888-0101 島田　堅一 ○
秋田市 市立秋田総合病院 018-823-4171 伊藤　誠司 ○

※必ず予約してください。
接種できるワクチンの種類は各医療機関にお尋ねください。
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秋田市 すずきクリニック 018-838-6500 鈴木　裕之 ○
秋田市 外旭川サテライトクリニック 018-869-7200 芝山　啓 ○
秋田市 たかはしこどもクリニック 018-880-5757 高橋　郁夫 ○
秋田市 高橋内科医院 018-837-1500 高橋　文夫
秋田市 田近医院 018-882-3123 田近　武彦 ○
秋田市 遠山医院 018-833-6000 遠山　潤
秋田市 中通総合病院 018-833-1122 鈴木　敏文
秋田市 小児科内科橋本愛隣医院 018-835-6733 橋本　禎嗣 ○
秋田市 内科胃腸科濱島医院 018-823-5252 渡部　由紀
秋田市 はらだ小児科医院 018-867-8855 原田　健二 ○
秋田市 東通りこどもとアレルギーのクリニック 018-834-6030 小松　真紀 〇
秋田市 広面ファミリークリニック 018-831-1388 石川　正道
秋田市 本間医院 018-862-7070 本間　真紀子
秋田市 湊小児科医院 018-834-5621 湊　元志 ○
秋田市 森川内科・呼吸器科クリニック 018-888-8363 森川　昌利
秋田市 やすおか小児科医院 018-874-7044 安岡　健二 ○
秋田市 山岸クリニック 018-874-7200 山岸　逸郎
秋田市 わだクリニック 018-896-5560 和田　博
由利本荘市 さとうハートクリニック 0184-23-8600 佐藤　伸逸
由利本荘市 さけみ小児科クリニック 0184-28-5101 酒見　喜久雄 ○
由利本荘市 作左部医院 0184-22-0314 作左部　昇
由利本荘市 佐々木産婦人科医院 0184-22-2358 佐々木　英昭
由利本荘市 清水泌尿器科内科医院 0184-22-3100 清水　世紀
由利本荘市 鈴木小児科 0184-44-8282 鈴木　隆 ○
由利本荘市 中央線診療所 0184-27-2301 桑山　明久
由利本荘市 松ヶ崎診療所 0184-28-2040 嵯峨　泰治
由利本荘市 まつだあかちゃんこどもクリニック 0184-22-0009 松田　武文 ○
由利本荘市 由利組合総合病院 0184-27-1200 佐藤　一成
由利本荘市 風平診療所 0184-73-3333 伊藤　久美子
由利本荘市 渡邊医院 0184-53-3611 渡邊　廉
由利本荘市 小松医院 0184-69-2531 小松　良竹
由利本荘市 いとう内科医院 0184-62-1050 伊藤　秀幸
由利本荘市 伊藤医院 0184-67-2321 伊藤　伸一
由利本荘市 大井医院 0184-56-2871 大井　剛太
由利本荘市 木村医院 0184-56-2005 木村　元
由利本荘市 きくち医院 0184-32-1077 菊池　四郎
由利本荘市 加賀医院 0184-57-3456 加賀　豊章
にかほ市 院内診療所 0184-36-2150 和田　智子
にかほ市 小出診療所 0184-36-2124 和田　智子
にかほ市 加藤医院 0184-35-2543 加藤　眞明
にかほ市 金病院 0184-43-5522 金　直樹
大仙市 荒川医院 0187-86-5080 荒川　直志
大仙市 池田医院 0187-63-3338 池田　芳信
大仙市 伊藤内科医院 0187-65-3200 伊藤　良
大仙市 大曲厚生医療センター 0187-63-2111 三浦　雅人 ○
大仙市 小山田医院 0187-63-1133 小山田　雍 ○
大仙市 木村内科医院 0187-63-2070 木村　靖和
大仙市 後藤内科医院 0187-62-1113 後藤　眞暎
大仙市 仲村内科胃腸科医院 0187-63-2225 仲村　良孝
大仙市 柳田医院 0187-69-2101 柳田　弘人
大仙市 吉方内科医院 0187-86-0800 吉方　清治郎
大仙市 太田診療所 0187-88-2233 阿部　道浩
大仙市 石井内科胃腸科医院 0187-56-7300 石井　伸明
大仙市 生和堂医院 0187-75-0318 伊藤　晴通 ○
大仙市 佐藤内科クリニック 018-895-2730 佐藤　裕明
大仙市 豊島医院 018-892-2211 豊島　慶弥
大仙市 滑川医院 0187-56-3121 滑川　五郎
大仙市 藤本医院 0187-75-2221 藤本　博道
大仙市 神岡診療所 0187-72-3001 八嶋　信浩
大仙市 協和病院 018-892-2881 関根　篤
大仙市 伊藤医院 0187-74-2211 伊藤　陽一
大仙市 黒澤医院 0187-75-0368 黒澤　尚
仙北市 おおさわ胃腸科内科クリニック 0187-52-1133 大澤　佳之
仙北市 かとうファミリークリニック 0187-43-2123 加藤　純司
仙北市 市立角館総合病院 0187-54-2111 伊藤　良正
仙北市 佐藤医院 0187-54-2055 佐藤　正一 ○
仙北市 野々部外科内科医院 0187-54-2337 野々部　泰彦
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仙北市 市立田沢湖病院 0187-43-1131 佐々木　英人
仙北市 高橋医院 0187-43-1515 高橋　理論
美郷町 仙南診療所 0187-87-8500 照井　哲
美郷町 まっこいしゃ　高橋医院 0187-84-7070 相澤　治孝
美郷町 千畑クリニック 0187-85-2001 横井　照彦
大仙市 あい内科クリニック日の出 0187-88-8503 伊藤　博彰
大仙市 ささき脳神経外科・内科クリニック 0187-63-1010 佐々木　順孝
大仙市 羽後長野駅前内科 0187-42-8255 佐々木　重喜
湯沢市 雄勝中央病院 天満　和男 ○
湯沢市 秋山クリニック 秋山　康夫
湯沢市 石岡胃腸科クリニック 石岡　知憲
湯沢市 小川医院 小川　康彦
湯沢市 小野崎医院 小野崎　圭助
湯沢市 佐藤外科胃腸科 佐藤　政弘
湯沢市 鈴木一郎医院 鈴木　一郎
湯沢市 菅医院 菅　康徳
湯沢市 髙橋胃腸科クリニツク 髙橋　章
湯沢市 たかはし内科ひだまりクリニック 高橋　維彦
湯沢市 七山医院 七山　邦彦
湯沢市 まつした医院　 松下　一夫
湯沢市 みたに小児科医院 三谷　克己 ○
湯沢市 湯沢市立皆瀬診療所 佐々木　一匡
羽後町 町立羽後病院　 鎌田　敦志
羽後町 神馬医院 神馬　恒昭
羽後町 みわ内科クリニック 斎藤　義己
東成瀬村 東成瀬村国民健康保険診療所 佐々木　聡

※必ず予約してください。
接種できるワクチンの種類は各医療機関にお尋ねください。


