インフルエンザ定期予防接種実施医療機関（中央地区）
地区

医療機関名

住所

方書

電話番号

医療法人 小川内科医院

秋田市中通三丁目3-55

018-832-4013

駅前整形外科医院クリニカ・オルト

秋田市中通一丁目3-5

笠松医院

秋田市中通五丁目7-19

018-831-5060

工藤胃腸内科クリニック

秋田市中通一丁目3-5

018-825-9100

さが医院

秋田市中通五丁目1-16

018-893-3511

松岡内科クリニック

秋田市中通一丁目3-46

018-884-7511

みゆきレディースクリニック

秋田市中通二丁目1-35

018-884-7088

熊谷内科医院

秋田市中通五丁目5-8

018-833-0308

高橋正喜クリニック

秋田市中通六丁目6-15

高清水医院

秋田市中通六丁目15-6

018-832-7122

中通 小泉耳鼻咽喉科

秋田市中通二丁目1-41

018-832-3637

小泉病院

秋田市中通四丁目1-28

018-833-6371

中通リハビリテーション病院

秋田市中通六丁目1-58

018-833-1131

長谷山内科医院

秋田市中通三丁目3-43

018-832-2248

飯川病院

秋田市中通六丁目1-21

018-833-2535

湊小児科医院

秋田市中通五丁目7-34

018-834-5621

鈴木内科医院

秋田市中通三丁目3-24

018-832-2896

秋田ｷｬｯｽﾙﾎﾃﾙ2F

ﾊﾟｰｸﾋﾙｽﾞ中通

018-837-1616

018-884-5656

あきた腎・膠原病・リウマチクリニック 秋田市中通二丁目8-1

ﾌｫﾝﾃ秋田7F

018-834-0151

なかこうじメンタルクリニック

秋田市中通二丁目2-7

ﾄﾗｽﾄﾜﾝﾋﾞﾙ21 4F

018-853-7031

城東スポーツ整形クリニック

秋田市中通七丁目1-3

ふくおか内科クリニック

秋田市中通二丁目5-1

稲庭クリニック

秋田市南通亀の町2-21

018-835-1210

共立クリニック

秋田市南通亀の町14-23

018-833-6651

秋田メモリアルクリニック

秋田市南通亀の町7-26

018-836-6070

秋田市南通築地2-15

018-832-5301

細谷病院

秋田市南通宮田3-10

018-833-3455

福島内科医院

秋田市南通宮田15-46

018-837-1177

南通 医療法人 大野小児科医院

018-838-0081
ｸﾛｯｾ秋田3階

018-838-0870

社会医療法人明和会 中通総合病院 秋田市南通みその町3-15

018-833-1122

桑原内科クリニック

秋田市楢山登町5-28

018-884-7772

秋田市楢山本町1-32

018-834-1097

秋田市楢山川口境8-24

018-884-0087

楢山 南浦医院
ものお耳鼻科クリニック
千秋 あきた駅前内科外科クリニック

秋田市千秋久保田町3-15

三宅ﾋﾞﾙ2F

018-837-6500

しかま医院

秋田市保戸野原の町8-38

018-823-1114

いなみ小児科ファミリークリニック

秋田市保戸野中町1-45

018-893-3955

岩渕内科胃腸科クリニック

秋田市保戸野中町7-16

018-896-7270

石田内科医院

秋田市保戸野中町6-48

018-862-3191

保戸野

インフルエンザ定期予防接種実施医療機関（中央地区）
地区

医療機関名
内科胃腸科 濱島医院

住所

方書

電話番号

秋田市保戸野すわ町15-20

018-823-5252

秋田市保戸野鉄砲町11-28

018-866-7722

やすおか小児科医院

秋田市保戸野千代田町14-9

018-874-7044

新田医院

秋田市泉一ノ坪26-23

018-868-2900

すずきクリニック

秋田市泉北三丁目17-10

018-838-6500

こどものクリニック

秋田市泉中央五丁目19-18

018-883-5555

こしむら糖尿病内科クリニック

秋田市泉南二丁目１-30

018-853-1061

七海医院

秋田市泉南二丁目9-20

018-824-0425

片岡内科医院

秋田市泉南三丁目17-17

018-824-3161

さんのへ耳鼻咽喉科クリニック

秋田市泉東町8-57

018-869-9587

ささはら内科医院

秋田市大町三丁目4-41

018-862-2575

大町内科外科クリニック

秋田市大町一丁目2-23

018-888-3037

秋田市大町一丁目6-12

018-863-2711

米山内科医院

秋田市大町五丁目4-49

018-863-3737

ハートケアクリニックおおまち

秋田市大町1丁目2-7

018-853-0180

旭北 医療法人 白雄会 白根医院

秋田市旭北栄町5-29

018-862-1330

旭南 寺田内科医院

秋田市旭南一丁目1-6

018-862-4628

島田クリニック

秋田市川元山下町7-21

018-888-0101

市立秋田総合病院

秋田市川元松丘町4-30

018-823-4171

川尻 平野いたみのクリニック

秋田市川尻御休町5-40

018-896-5664

茨島 水沢医院

秋田市茨島四丁目6-37

018-866-5533

くらみつ内科クリニック

秋田市山王五丁目10-28

018-867-7411

山王胃腸科

秋田市山王二丁目1-49

018-862-5211

はしづめクリニック

秋田市山王新町19-27

018-883-3388

はらだ小児科医院

秋田市山王中園町2-16

018-867-8855

医療法人社団 本間医院

秋田市山王中園町3-14

018-862-7070

吉田胃腸科内科クリニック

秋田市山王中園町10-30

018-883-0300

山王レディースクリニック

秋田市山王中園町10-35

018-862-2110

山王整形外科医院

秋田市山王中島町15-18

018-864-1100

クリニック八橋和田内科

秋田市八橋大畑二丁目3-3

018-824-8770

かおりレディスクリニック

秋田市八橋三和町5-2

018-866-8352

秋田市八橋三和町14-6

018-865-3311

えのきこどもクリニック

秋田市八橋田五郎二丁目13-18

018-866-0505

小林胃腸科内科

秋田市八橋田五郎二丁目11-9

018-863-1188

保戸野 立木医院

泉

大町 武田胃腸クリニック

川元

山王

八橋 澤口医院

インフルエンザ定期予防接種実施医療機関（中央地区）
地区

医療機関名

住所

方書

電話番号

医療法人 やばせ内科クリニック

秋田市八橋本町五丁目8-31

018-895-7733

中込内科医院

秋田市八橋本町三丁目1-5

018-862-1564

八橋

インフルエンザ定期予防接種実施医療機関（東部地区 ）
地区

医療機関名

方書

電話番号

越後谷クリニック

秋田市東通仲町1-25

018-835-0158

あきた内科・呼吸器内科クリニック

秋田市東通一丁目5-17

018-827-3330

秋田市東通館ノ越8-11

018-884-7110

(医)藤盛レィディーズクリニック

秋田市東通仲町4-1 ｱﾙｳﾞｪ4F

018-884-3939

みやざわペインクリニック

秋田市東通仲町4-1

アーク循環器クリニック

秋田市広面字谷地沖26-1

018-831-3311

にいつ内科クリニック

秋田市広面字樋ノ沖20-1

018-835-1171

はりう産婦人科内科クリニック

秋田市広面字近藤堰添49-1

018-832-6663

ミチヒロ胃腸科内科クリニック

秋田市広面字鍋沼93

018-893-6655

鎌田循環器科内科クリニック

秋田市広面字蓮沼87-1

広面ファミリークリニック

秋田市広面字土手下52-2

018-831-1388

秋田泌尿器科クリニック

秋田市広面字谷地沖6-1

018-889-3220

小児科内科橋本愛隣医院

秋田市広面字近藤堰越78-1

018-835-6733

石田小児科医院

秋田市広面字蓮沼11

018-831-3012

福田胃腸科クリニック

秋田市広面字家-下34-1

018-832-3535

東通 たわらや内科

広面

住所

秋田拠点ｾﾝﾀｰｱﾙｳﾞｪ4Ｆ 018-825-5355

ﾂｲﾝｸﾘﾆｯｸﾋﾞﾙ

018-834-2121

東通りこどもとアレルギーのクリニック 秋田市広面字野添53

018-834-6030

秋田はすぬまクリニック

018-835-0326

秋田市広面字蓮沼68-2

城東内科 心臓とおなかのクリニック 秋田市広面字樋ノ沖28-2

018-874-7214

東通りレディースクリニック

秋田市広面字野添53

018-853-7338

あきた東内科クリニック

秋田市広面字近藤堰添50-1

018-838-5300

秋田肛門外科おぬきクリニック

秋田市広面字鍋沼35

018-874-7851

さくら小児科医院

秋田市桜一丁目1-11

018-825-5560

高橋内科医院

秋田市桜四丁目1-1

018-837-1500

ひかり桜ケアクリニック

秋田市桜二丁目17-23

018-874-8858

はたの循環器クリニック

秋田市横森三丁目1-9

018-825-1717

秋田市横森五丁目21-18

018-833-6000

さくら内科・糖尿病クリニック

秋田市横森3丁目11-61

018-827-7723

あきたすてらクリニック

秋田市手形字西谷地１-２

018-874-7411

川原医院

秋田市手形字山崎194-1

018-833-4868

柳田医院

秋田市手形田中4-15

018-833-7268

お肌のクリニック

秋田市手形住吉町1-3

三愛ﾋﾞﾙ2F

018-874-7558

こころのクリニック
医療法人SOUND SLEEP
あきた睡眠クリニック
旭川 かがや内科医院

秋田市手形住吉町1-3

三愛ﾋﾞﾙ2F

018-874-7556

柳田 清和病院

桜

横森 遠山医院

手形

下北手 ひがし稲庭クリニック

秋田市手形新栄町7-3

018-853-4159

秋田市旭川南町13-18

018-834-0145

秋田市柳田字石神59

018-832-7667

秋田市下北手松崎字岩瀬124

018-887-3355

インフルエンザ定期予防接種実施医療機関（西部地区）
地区

医療機関名

住所

方書

電話番号

きびら内科クリニック

秋田市新屋天秤野5番10号

018-888-0112

富田胃腸科内科医院

秋田市新屋豊町10番3号

018-865-6587

一戸医院

秋田市新屋大川町9番7号

018-828-2221

おきた町診療所

秋田市新屋沖田町5番2号

018-828-5522

森川内科・呼吸器科クリニック

秋田市新屋表町3番18号

018-888-8363

木村内科クリニック

秋田市新屋田尻沢東町10番5号

018-828-1112

あらやキッズクリニック

秋田市新屋元町23番6号

018-838-7270

オリブ園こども発達ｸﾘﾆｯｸ

秋田市新屋表町8番5号

018-838-1720

新屋

インフルエンザ定期予防接種実施医療機関（南部地区）
地区

医療機関名
川上医院

住所

方書

電話番号

秋田市牛島東七丁目7-16

018-884-6767

秋田市牛島東二丁目2-37

018-834-1165

秋田回生会病院

秋田市牛島西一丁目7-5

018-832-3203

秋田南クリニック

秋田市南ケ丘一丁目3-1

018-892-7474

秋田県立医療療育センター

秋田市南ケ丘一丁目1-2

018-826-2401

山岸クリニック

秋田市大住四丁目12-47

018-874-7200

いちかわ内科クリニック

秋田市大住三丁目3-48

018-853-1888

阿部クリニック

秋田市仁井田本町三丁目28-13

018-892-6711

いとう内科胃腸内科クリニック

秋田市仁井田本町五丁目7-5

018-827-6700

おのば腎泌尿器科クリニック

秋田市仁井田字中新田80

018-892-6123

御所野ひかりクリニック

秋田市仁井田字横山260-1

018-829-8880

耳鼻咽喉科おのば能登医院

秋田市仁井田字中新田66-1

018-892-6622

すずき眼科

秋田市仁井田新田一丁目1-36

018-839-8881

御野場たなかレディースクリニック

秋田市仁井田新田二丁目14-21

018-874-8100

中込内科循環器科クリニック

秋田市仁井田二ツ屋一丁目8-55

018-884-5551

御野場病院

秋田市御野場二丁目14-1

018-839-6141

秋田市御野場新町四丁目7-22

018-839-8100

小松内科クリニック

秋田市御野場新町二丁目10-12

018-839-9880

いなば御所野乳腺クリニック

秋田市御所野下堤二丁目1-9

018-838-1785

牛島 鈴木内科胃腸科医院

南ケ丘

大住

仁井田

御野場 加賀谷記念 小松こども医院

御所野 米山消化器内科クリニック
御所野内科クリニック

秋田市御所野元町1-1
秋田市御所野元町五丁目3-5

ﾌﾚｽﾎﾟ御所野B棟2F

018-853-1531
018-826-1446

インフルエンザ定期予防接種実施医療機関（北部地区）
地区

医療機関名
今村記念クリニック

方書

電話番号

秋田市下新城長岡字毛無谷地265

018-872-1313

秋田市下新城中野字琵琶沼124-1

018-873-3011

医療法人 吉成医院

秋田市下新城中野字琵琶沼211-18

018-873-2477

いしやま内科腎クリニック

秋田市外旭川字中谷地67-1

018-869-7807

いなば内科胃腸科クリニック

秋田市外旭川字待合14-3

018-868-1781

秋田市外旭川字中谷地46

018-869-7200

木曽医院

秋田市外旭川字八幡田10-6

018-868-5115

ひもり内科・消化器科クリニック

秋田市外旭川八幡田一丁目11-40

018-869-7501

わだクリニック

秋田市寺内字三千刈86-3

018-896-5560

秋田市寺内堂ノ沢三丁目8-24

018-880-6060

ほいずみ内科クリニック

秋田市寺内堂ノ沢一丁目4-21

018-845-8820

秋田緑ヶ丘病院

秋田市飯島字堀川84

018-845-2161

医療法人 及川医院

秋田市飯島新町三丁目1-20

018-845-3579

秋田市飯島新町一丁目1-6

018-880-1820

飯島透析クリニック

秋田市飯島字薬師田360

018-880-5544

飯島ファミリークリニック

秋田市飯島新町二丁目12-1

018-880-5500

吉成皮膚科クリニック

秋田市将軍野桂町33-18

018-847-3712

高木内科胃腸科医院

秋田市将軍野南四丁目6-20

018-845-1118

秋田市将軍野南一丁目10-55

018-845-2448

医療法人久盛会もみの木クリニック

秋田市将軍野南1丁目10番28-2号

018-838-6062

村山クリニック

秋田市将軍野南五丁目12-19

018-845-0295

佐々木内科・循環器科医院

秋田市土崎港東四丁目5-38

018-880-2380

鹿嶋医院

秋田市土崎港東四丁目4-70

018-880-1221

(医)真和会 真崎耳鼻咽喉科医院

秋田市土崎港中央六丁目8-3

018-845-0234

土崎病院

秋田市土崎港中央四丁目4-26

018-845-4121

土崎駅前内科

秋田市土崎港中央六丁目2-24

018-857-2111

向島医院

秋田市土崎港中央三丁目5-10

018-845-0983

医)仁政会 サンクリニック

秋田市土崎港中央四丁目8-10

018-853-1216

五十嵐記念病院

秋田市土崎港中央一丁目17-23

018-845-0251

港町内科皮膚科

秋田市土崎港中央六丁目13-25

018-845-1482

石川医院

秋田市土崎港相染町字大谷地35

018-845-0284

(医)土崎レディースクリニック

秋田市土崎港南三丁目5-5

018-880-1565

下新城 今村病院

外旭川 外旭川サテライトクリニック

寺内 つつみ整形外科

飯島 つかだ泌尿器科クリニック

将軍野 佐藤内科医院

土崎

住所

あをによしリハビリ脳神経外科クリニック 秋田市土崎港相染町字沼端77-33

018-838-6771

インフルエンザ定期予防接種実施医療機関（河辺・雄和地区）
地区

医療機関名
加藤病院

河辺 医療法人 田近医院
柴田医院
雄和 岩崎医院

住所

方書

電話番号

秋田市河辺戸島字上野4-3

018-882-3701

秋田市河辺北野田高屋字上前田表76-1

018-882-3123

秋田市河辺北野田高屋字黒沼下堤下20-11

018-882-2131

秋田市雄和妙法字上大部90番地1

018-886-4133

