
周防大島町 しまかぜ在宅支援診療所 川口　寛 0820-78-2533 ○

周防大島町 (医)社団安本医院 安本　忠道 0820-73-0822 ×

周防大島町 川口医院 川口　新治 0820-78-0306 ×

岩国市 (医)福田医院 福田　瑞穂 0827-77-0012 ○

岩国市 川田ｸﾘﾆｯｸ 川田　礼治 0827-82-6660 ○

岩国市 (医)頌栄会松井医院 松井　達也 0827-84-0035

岩国市 (医)淳心会岩本医院 岩本　浩 0827-84-0011 ○

平生町 (医)成心会ふじわら医院平生診療所 藤原　敬且 0820-25-3615 ○

平生町 (医)たけの子ｸﾘﾆｯｸ 竹ノ下　由昌 0820-25-3341 ×

山口市 あじすこどもｸﾘﾆｯｸ 元山　将 0836-38-8341 ○

山口市 (医)おかむら医院 岡村　均 083-973-2053

山口市 (医)真人会たむら医院 田村　正枝 083-989-4480

山口市 社会福祉法人青藍会ﾊｰﾄｸﾘﾆｯｸ新山口 林　晶子 083-976-2450 ○

山口市 (医)社団はまもと小児ｸﾘﾆｯｸ 濱本　史明 083-973-0616 ○

山口市 (医)まえば小児科ｸﾘﾆｯｸ 前場　進治 083-974-0501

山口市 (医)協愛会阿知須共立病院 三好　正規 0836-65-2200 要予約

山口市 (医)いたる会山口嘉川ｸﾘﾆｯｸ 田村　周 083-988-0788

山口市 田辺内科 田邉　完 083-973-3778

山口市 小児科柳澤医院 柳澤　慧 083-973-3121

下関市 石川ﾌｧﾐﾘｰｸﾘﾆｯｸ 石川　豊 083-249-5830 ○

下関市 うめだ小児科医院 楳田　真史 083-245-5390 ○

下関市 (医)社団王司こどもｸﾘﾆｯｸ 末永　眞次 083-249-1331 ○

下関市 (医)社団かねはら小児科 金原　洋治 083-252-2112 ○

下関市 (医)神田小児科医院 神田　岳 083-245-1171 ○

下関市 独立行政法人国立病院機構関門医療ｾﾝﾀｰ 林　弘人 083-241-1199 ○

下関市 (医)社団きとう小児科 木藤　信之 083-254-3152 ○

下関市 済生会下関総合病院 津江　和成 083-262-2300 ○

下関市 ｽﾏｲﾙｷｯｽﾞｸﾘﾆｯｸ 茶堂　宏 083-281-1000 ○

子ども予防接種週間について

市町村 医療機関名 医療機関の長 電話番号（任意）
小児科
医会 備考
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下関市 (医)周山医院 周山　秀昭 083-283-2522

下関市 (医)社団若葉会中島ｸﾘﾆｯｸ 中島　忠亮 083-257-3333 二混・日脳：8歳以上に限る

下関市 (医)松永会まつなが医院 松永　尚治 083-245-2103

下関市 吉本医院 吉本　正博 083-222-9390

下関市 (医)社団しんむら医院 新村　和典 083-774-3535

下関市 なごみｸﾘﾆｯｸ 入江　和彦 083-288-0307

下関市 済生会豊浦病院 中司　謙二 083-774-0511 〇 月・火・水の14時～15時のみ対応

下関市 和田医院 和田　聡 083-788-0001

宇部市 (医)社団いのくまこどもｸﾘﾆｯｸ 猪熊　和代 0836-51-0880 ○

宇部市 金子小児科 金子　淳子 0836-22-0006 ○

宇部市 上宇部こどもｸﾘﾆｯｸ 萩原　啓二 0836-29-1155 ○

宇部市 (医)社団かわかみ整形外科･小児科ｸﾘﾆｯｸ 川上　不二夫 0836-37-3700 ○

宇部市 きばた小児科 木畑　鉄弘 ×

宇部市 (医)ささい　ささい小児科 佐々井　静代 0836-34-1039 ○

宇部市 (医)社団鈴木小児科医院 鈴木　英太郎 0836-51-1100 ○

宇部市 竹川小児科医院 竹川　剛史 0836-41-3100 ○

宇部市 とみた小児科医院 冨田　茂 0836-44-4150 ○

宇部市 (医)楽寿堂松岡小児科 松岡　尚 ○

宇部市 むらかみこどもｸﾘﾆｯｸ 村上　俊雄 0836-44-4976 ○

宇部市 よしもと小児科医院 吉本　賢良 0836-22-0555 〇

山口市 あゆかわこどもｸﾘﾆｯｸ 鮎川　浩志 083-924-1234 ○ 3/7は14:00～15:30まで

山口市 (医)健伸会おおうちｸﾘﾆｯｸ 柏田　順一郎 083-933-1770 ×

山口市 (医)社団たはらｸﾘﾆｯｸ 田原　卓浩 083-923-3415 ○

山口市 (医)社団野瀬内科小児科 野瀬　善夫 083-927-2655 ○

山口市 (医)まつお小児科医院 松尾　清巧 083-924-4970 ○

周南市 (医)おおしろ小児科 大城　研二 0834-22-3121 ○

周南市 (医)社団賀屋小児科･循環器科 賀屋　茂 0834-29-0077 ○

周南市 (医)かわむら小児科 河村　一郎 0834-32-0535 ○

周南市 (医)たにむら小児科 谷村　聡 0834-64-3030 ○

周南市 橋本医院 板垣　明味 0834-25-0018 ○

周南市 ふじむら小児科 藤村　智之 0834-26-2460 ○
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周南市 (医)成心会ふじわら医院 藤原　敬且 0833-91-7100 ○

防府市 くらしげ小児科 蔵重　秀樹 0835-22-0279 ○

防府市 (医)ふじわら小児科 藤原　元紀 0835-23-5501 ○

防府市 防府第一ｸﾘﾆｯｸ小児科 林　佳子 0835-24-0688 ○

防府市 (医)光恵会光山医院 光山　哲生 0835-22-1361 ○

防府市 村田小児科 村田　　敦 0835-24-7100 ○

防府市 牟礼小児科 三浦　幸明 0835-38-0530 ○

防府市 山口県立総合医療ｾﾝﾀｰ 武藤　正彦 0835-22-4411 ○

防府市 山本内科医院 山本　一成

防府市 (医)社団よしいこどもｸﾘﾆｯｸ 吉井　英樹 0835-26-0115

下松市 篠原小児科医院 篠原　照男 0833-45-0330 ×

下松市 のだくりにっく 野田　寛 0833-45-2100 ×

下松市 (医)社団あいｸﾘﾆｯｸ 井上　保 0833-48-1111 ○

下松市 花岡医院 水津　貴 0833-44-8227 ×

下松市 社会(医)同仁会周南記念病院 橋谷田　博 0833-45-3330 ○

岩国市 (医)社団三志会藤本循環器科内科 藤本　俊文 0827-31-3377 ×

岩国市 (医)社団毛利小児科 毛利　久夫 ○

山陽小野田市 (医)社団平成会砂川小児科医院 砂川　功 0836-83-8185 ○

山陽小野田市 (医)社団光栄会小野田ﾗｲﾌｹｱｸﾘﾆｯｸ 前田　昌則 0836-81-0188

山陽小野田市 山陽小野田市民病院 山本　智久 0836-83-2355 要予約

山陽小野田市 (医)社団民正会たみたに内科･循環器科 民谷　正彰 0836-72-4970

山陽小野田市 (医)かわむら内科 河村　奨 0836-78-1433 受付は9:00～12:00、14:00～17:00

山陽小野田市 (医)隆正会吉武内科ｸﾘﾆｯｸ 吉武　正男 0836-73-0095

山陽小野田市 (医)てらい内科ｸﾘﾆｯｸ 寺井　佳子 0836-71-0022

光市 (医)光仁会市川医院 市川　晃 0833-72-5700

光市 佃医院 佃　邦夫 0833-71-0816

光市 (医)愛光会ひかり皮ﾌ科ｸﾘﾆｯｸ 村田　雅子 0833-74-1112

光市 広田医院 廣田　修 0833-71-0225 ○

光市 (医)三生会みちがみ病院 上田　一博 0833-72-3332 ○

光市 (医)光和会光武医院 光武　達夫 0833-77-3800
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長門市 厚生連長門総合病院 村松　慶一 0837-22-2220 ○
・要予約
・3/1午後は
　13:30～14:30のみ

長門市 (医)洋明会友近内科循環器科医院 友近　康明 0837-32-1180 ×

長門市 (医)生山会斎木病院 斎木　泰彦 0837-26-1211 ×

美祢市 美祢市立病院 松永　登喜雄 0837-52-1700 ×

美祢市 (医)原田外科医院 原田　菊夫 0837-52-0756 ×


