
番号 地区 実施医療機関名 所在地 電話番号

1 中央 やまさきファミリークリニック 御園町５４番地カーム尼崎３Ｆ 6430－0567

2 中央 堅田医院 神田南通４丁目１０３ 6411－4319

3 中央 こどもクリニックまえの 西大物町１２－４１ アマゴッタ４Ｆ 6487－5550

4 中央 柳井医院 西本町８丁目３７１－１ 6411－2522

5 中央 兵庫県立尼崎総合医療センター 東難波町２丁目１７ー７７ 6480-7000(代)

6 中央 中村医院（中央） 東難波町３丁目１－３０ 6481－0681

7 中央 武田内科小児科 東難波町３丁目２１ー２１ 6401－5578

8 中央 こはた医院 東難波町３丁目８－１７ 6481－8361

9 小田 高クリニック 杭瀬北新町２丁目３－１３ 6482－1878

10 小田 徳田こどもクリニック 次屋３丁目６－５０ 6495－2772

11 小田 ヨシマツ小児科 潮江１丁目１５－３－２０４ 6499－0257

12 小田 村クリニック 潮江１丁目５－１ 4960－7872

13 小田 おかもとこどもクリニック 潮江１丁目3－43 6491－0650

14 小田 長洲診療所 長洲西通２丁目９－７ 6481－9515

15 小田 伊東外科医院 長洲東通１丁目７－１０ 6481－5944

16 小田 謝花医院 長洲東通３丁目１－３１ 6481－7177

17 小田 にしはまこどもクリニック 長洲本通１丁目６ー１８ 6423－8255

18 小田 中井医院 浜２丁目５ー９ 6489－6466

19 小田 にこにこクリニック 下坂部２丁目２－１０ 6499－1000

20 大庄 関西労災病院 稲葉荘３丁目１－６９ 6416－1221

21 大庄 畠中整形外科リハビリテーション科 大庄西町１丁目１０ー１５ 6418－7146

22 大庄 本田診療所 大庄西町２丁目２９－１５ 6416－0325

23 大庄 中川診療所 大庄北３丁目５－１ 6417－1836

24 大庄 高寺医院 大島１丁目２５－１０ 6419－1470

25 大庄 宮武医院 大島２丁目３－１７ 6416－6473

26 大庄 しんどう内科クリニック 蓬川町３０２－１６　ｻﾞ・ｶﾞｰﾃﾞﾈｽｸｼﾃｨｱｸｱ館１０３ 6423－8039

27 大庄 明倫ファミリークリニック 蓬川町３０２－１６　ｻﾞ・ｶﾞｰﾃﾞﾈｽｸｼﾃｨｱｸｱ館１０４ 4869－5860

28 立花 井上小児科 栗山町１丁目２３－３２－１０８ 6428－2656

29 立花 鈴木クリニック 栗山町２丁目１３－１ ハウゼミヤウラ１Ｆ 6421－1323

30 立花 垣内小児科クリニック 三反田町２丁目２０－５ 6427－6255

31 立花 内科・小児科・リウマチ科 土田医院 七松町１丁目３ー１－２１１ 6416－1819

32 立花 勝谷医院 七松町2丁目１７－２１ 6416－1684

33 立花 津田診療所 七松町２丁目１０－１２ 6416－6877

34 立花 滝内医院 塚口町１丁目１４－１ 6426－6307

35 立花 山城小児科医院 塚口町１丁目１０ー１６ 6421－4578

36 立花 なかのクリニック 塚口町２丁目２９－１ 6420－8898
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37 立花 明石クリニック 塚口町６丁目１８－１１ 6422－6488

38 立花 つちや小児科クリニック 塚口本町１丁目２－１ー１ 6422－1210

39 立花 南川クリニック内科 塚口本町２丁目２０－１ 6423－0202

40 立花 あいだクリニック 南武庫之荘２丁目２２－１２ 6437－9900

41 立花 きたまちクリニック 富松町４丁目８ー２８ 6421－0550

42 立花 森下小児科アレルギー科 七松町１丁目９－２ 6415－8725

43 武庫 梅華会　わくわくこどもクリニック 南武庫之荘１丁目１３－３　ウーノ武庫之荘２F 6438－3745

44 武庫 大隈内科医院 西昆陽１丁目１１ー１ 6433－7878

45 武庫 小泉クリニック 西昆陽２丁目３５－１ 6432－7117

46 武庫 あおぞら生協クリニック 南武庫之荘１１丁目１２－１ 6436－1724

47 武庫 高原クリニック 南武庫之荘１丁目１５－５ 6436－8754

48 武庫 尼崎医療生協病院 南武庫之荘１２丁目１６ー１ 6436－1701

49 武庫 藤野小児科 武庫元町１丁目２６－１２ 6431－1313

50 武庫 まつもとファミリークリニック 武庫之荘１丁目３７－１４　３Ｆ 6436－8699

51 武庫 こくぶ小児科・アレルギー科 武庫之荘１丁目２３－７ 6437－5382

52 武庫 堀内小児科 武庫之荘２丁目５－２－２０１ 6423－8537

53 武庫 古賀小児科 武庫之荘７丁目１－２５ 6433－0415

54 武庫 岡﨑こどもクリニック 武庫之荘東１丁目１－１２ 4950－0542

55 園田 森川内科クリニック 上坂部１丁目４ー１　ミリオンタウン塚口２階 6439－7337

56 園田 ほしな小児科 上坂部１丁目1－1　ビエラ塚口3階 6415－9245

57 園田 曽根医院 猪名寺１丁目２０－２７ 4960－6863

58 園田 細川内科医院 東園田町９丁目１８－１９ 6497－3332

59 園田 くまがいこどもクリニック 東園田町９丁目３７－１１ 6498－4455

60 園田 小児科・内科　中野医院 南塚口町１丁目１２－６ 6429－4533

61 園田 杉原小児科内科医院 南塚口町１丁目３－２０ 6429－8059

62 園田 内藤クリニック 南塚口町１丁目３０－１０ 6427－1570

63 園田 松本小児科 南塚口町２丁目３３－８ 4961－7707

64 園田 浜田小児科内科クリニック 南塚口町２丁目４ー２１ 6429－3009

※注意事項※
　接種を希望する際はまずかかりつけ医に相談し、予約してください。
リストに掲載されていない医療機関の実施状況については、直接希望する医療機関にお問い合わせ頂くか、
保健所感染症対策担当（ＴＥＬ：06－4869－3008）にお問い合わせください。


