
市区町村 医療機関名 電話番号（任意） 医療機関の長 ５日(土) ６日(日)

甲府市 みぞべこどもクリニック 055-252-1811 溝部　達子 ○ 接種可能日時(別紙)

甲府市 小松小児科医院 055-251-6776 小松　史俊 接種可能日時(別紙)

甲府市 新津小児科 055-233-1014 新津　直樹 ○ 接種可能日時(別紙)

甲府市 日原内科小児科医院 055-252-8786 日原　敏彦 ○午前のみ 接種可能日時(別紙)

甲府市 いいじまこどもクリニック 055-242-0777 飯島　純 ○ 接種可能日時(別紙)

甲府市 隈部小児科医院 055-243-0510 隈部　桂子 ○ 接種可能日時(別紙)

甲府市 甲州聖愛ﾊｯﾋﾟｰｸﾘﾆｯｸ 055-236-0888 内布　英昭 ○ 接種可能日時(別紙)

甲府市 竹居医院 055-252-3908 斉藤　眞知子 ○ 接種可能日時(別紙)

甲府市 今井小児科 055-241-5636 今井　秀人 ○午前のみ 接種可能日時(別紙)

甲府市 内科小児科横田医院 055-222-8710 原　理 ○ 接種可能日時(別紙)

甲府市 いいづか医院 055-233-0808 飯塚　一美 ○ 接種可能日時(別紙)

甲府市 清水内科外科医院 055-252-3986 清水　一仁 ○午前のみ 接種可能日時(別紙)

甲府市 小瀬こどもクリニック 055-243-7766 高野　美紀子 ○ 接種可能日時(別紙)

甲府市 宮澤医院 055-252-2850 宮澤　博夫 ○ 接種可能日時(別紙)

甲府市 なかむら内科クリニック 055-255-1170 中村　俊也 ○午前のみ 接種可能日時(別紙)

甲府市 望月クリニック 055-220-3311 望月　裕文 ○午前のみ ○午前のみ 接種可能日時(別紙)

甲府市 内科小児科小野医院 055-228-8822 小野　隆彦 ○午前のみ 接種可能日時(別紙)

甲府市 国立病院機構甲府病院 055-253-6131 内田　則彦 事前予約による予約接種

山梨市 飯島医院 0553-22-0015 飯島　昭彦 ○(午前中)

山梨市 山梨厚生病院 0553-23-1311 千葉　成宏 ○

甲州市 あめみや医院 0553-32-5511 雨宮　秀樹 ○

甲州市 岩瀬内科クリニック 0553-33-8041 岩瀬　輝彦 ○(午前中)

甲州市 岡医院 0553-33-2583 岡　常英 ○(午前中)

甲州市 鶴田クリニック 0553-32-1151 鶴田　幸一郎 ○

笛吹市 長坂クリニック 055-262-1103 長坂　正仁 ○(12:00～13:00)

笛吹市 ふえふきこどもクリニック 055-244-5311 大久保　又一 ○ ○(午前) ﾏｽｸ着用のこと

平成２７年度　子ども予防接種週間について



市区町村 医療機関名 電話番号（任意） 医療機関の長 ５日(土) ６日(日)

笛吹市 弦間医院 0553-47-0510 弦間　和仁 ○(午前) ○(18:00～20:00) 要電話予約

笛吹市 境川診療所 055-266-2012 許山　厚 ○(午前)

笛吹市 三枝クリニック 055-261-2555 三枝　芳樹 ○(午前)

笛吹市 笛吹中央病院 055-262-2185 尾崎　由基男 ○(午前)

笛吹市 一宮温泉病院 0553-47-3131 斉藤　義昭 ○(午前)

笛吹市 小林医院 055-262-3185 小林　玄彦 ○(午前)

笛吹市 篠原医院 055-262-3006 篠原　文雄 ○(午前)

市川三郷町 一瀬医院 055-272-0183 一瀬　広 ○(Am) ×

市川三郷町 (医)磯野医院 0556-32-1881 磯野　真由樹 ○(Am) ×

市川三郷町 (医)高橋医院 0556-32-2521 髙橋　英尚 × ○

市川三郷町 (医)溝部医院 055-272-0003 溝部　政史 ○(Am) ×

市川三郷町 立川医院 055-272-0355 立川　博邦 ○(Am) ×

市川三郷町 市川三郷町営診療所 055-272-7111 小俣　俊明 ○(Am) ×

市川三郷町 市川ﾒﾃﾞｨｶﾙｸﾘﾆｯｸ 西尾　徹 × ×

市川三郷町 峡南医療ｾﾝﾀｰ市川三郷病院 055-272-3000 久保寺　智 × ×

富士川町 くぼた内科胃腸科医院 0556-22-0301 窪田　良彦 ○午前のみ

身延町 飯富病院 0556-42-2322 朝比奈　利明 ○

南部町 富河医院 0556-66-2009 飯野　哲 ○午前のみ

南部町 望月医院 0556-66-2102 望月　俊太郎 ○午前のみ

昭和町 大塚内科小児科医院 055-275-4164 大塚　捷子 ○(午前中のみ) ×

昭和町 こどもｸﾘﾆｯｸぷうやない小児科 055-268-0871 矢内　淳 ○ ×

中央市 こはやしこどもクリニック 055-278-5525 小林　基章 ○(9:00～11:30) ○(9:00～11:30) 予約(必要)

中央市 きたむらクリニック 055-220-4112 北村　敬利 ○(午前中のみ) ×

中央市 玉穂ふれあい診療所 055-278-5670 土地　邦彦 ○(9:00～12:00) ×

中央市 西野内科医院 055-275-6656 西野　義久 ○ ×

甲斐市 竜王ﾍﾟｲﾝ(痛み)ｸﾘﾆｯｸ 055-298-6666 長嶺　教光 ○ ×

南アルプス市 白根徳洲会病院 055-284-7711 太田　文人 ○(午後) ×

南アルプス市 斉藤医院 055-284-5771 斉藤　和磨 ○(8:00～11:00) ×



市区町村 医療機関名 電話番号（任意） 医療機関の長 ５日(土) ６日(日)

南アルプス市 小池医院(小児科) 055-282-0304 小池　順 ○(午前中のみ) ×

韮崎市 野口外科胃腸科 0551-25-5015 野口　明宏 ○(午前) ×

韮崎市 にらさき泉野内科小児科ｸﾘﾆｯｸ 0551-22-1181 安部　吉彦 ○(9:00～11:00) ×

韮崎市 にこにこｸﾘﾆｯｸこでら小児科 0551-23-6677 小寺　浩司 ○ ×

北杜市 たかね内科小児科ｸﾘﾆｯｸ 0551-47-4110 浅川　健一 ○(午前中) ×

北杜市 吉田医院 0551-35-0121 吉田　和德 ○ ×

甲斐市 双葉クリニック 0551-28-6789 宮澤　敏彦 ○ ×

北杜市 大泉中央診療所 0551-38-2632 中島　琢雄 × ×

富士吉田市 天野医院 天野　隆三 ○ 予約(必要)

富士吉田市 いしだ女性クリニック 0555-25-7100 石田　珠明 ○ 予約(必要)

富士吉田市 大田屋外科医院 0555-24-0678 佐藤　満 ○ 予約(必要)

富士吉田市 加賀谷医院 0555-23-2450 加賀谷　武 ○ ○ 予約(不要)

富士吉田市 かわむらクリニック 0555-20-1180 川村　喜太郎 予約(必要)

富士吉田市 クリニック小林 0555-24-5585 小林　智人 ○ 予約(必要)

富士吉田市 ことぶき診療所 0555-22-9011 田邉　好英 ○ 予約(不要)

富士吉田市 鈴木医院 0555-23-7075 鈴木　孝男 ○ 予約(不要)

富士吉田市 つゆきこどもクリニック 0555-24-8300 露木　和光 ○ 予約(必要)

富士吉田市 羽田レディースクリニック 0555-30-0311 羽田　義信 ○ 予約(必要)

富士吉田市 深澤医院 0555-24-1183 深澤　雅典 ○ 予約(必要)

富士吉田市 富士の森クリニック 0555-30-5522 渡辺　憲一 ○ 予約(不要)

富士吉田市 堀内産婦人科医院 0555-22-1151 堀内　裕 ○ 予約(必要)

富士吉田市 直光会宮下医院 0555-22-5687 宮下　智之 ○ ○ 予約(必要)

富士吉田市 吉田医院 0555-22-0142 刑部　利雄 ○ 予約(必要)

富士河口湖町 青木医院 0555-72-0777 青木　明 ○ 予約(必要)

富士河口湖町 いしはらクリニック 石原　俊秀 ○ 予約(必要)

富士河口湖町 小舘クリニック 0555-83-5060 小舘　秀介 ○ 予約(必要)

富士河口湖町 山岸クリニック 0555-72-2671 山岸　松樹 ○ 予約(必要)

富士河口湖町 渡辺医院 0555-72-2835 渡辺　泰猛 ○ 予約(必要)



市区町村 医療機関名 電話番号（任意） 医療機関の長 ５日(土) ６日(日)

忍野村 あまの診療所 0555-84-8383 天野　泰嗣 ○ 予約(必要)

忍野村 三浦医院 0555-84-2040 三浦　武 ○ 予約(必要)

富士吉田市 富士市吉田市立病院 0555-22-4111 樫本　温 予約(必要)

富士河口湖町 山梨赤十字病院 0555-72-2222 今野　述 予約(必要)

道志村 道志村国民健康保険診療所 0554-52-2040 若尾　聡士 ○午前のみ ×

西桂町 しまだ医院 0555-25-2388 小田切　理純 ○午前のみ ×

都留市 須藤整形外科医院 0554-43-3151 須藤　利行 ○午前のみ ×

都留市 武井クリニック 0554-45-6811 武井　治郎 ○午前のみ ×

都留市 東桂ﾒﾃﾞｨｶﾙｸﾘﾆｯｸ 0554-20-8010 濱本　敏明 ○ ×

都留市 山岸医院 0554-43-2067 山岸　三也 ○午前のみ ×

都留市 磯部医院 0554-43-4121 磯部　弥生 ○午前のみ ×

都留市 都留市立病院 0554-45-1811 関戸　弘道 × ×

大月市 すずき整形外科医院
○(9:00～12:00､
15:00～16:30)

大月市 富士厚生クリニック ○(9:00～11:30)

大月市 堀田医院 ○(9:30～12:00)

上野原市 川原医院 ○(8:40～11:30)

大月市 わたなべクリニック ○(9:00～11:30)

大月市 稚枝子おおつきクリニック ○(9:00～11:30)

大月市 賑岡診療所 ○(8:30～12:00)

大月市 はちすか整形外科ｸﾘﾆｯｸ ○(9:00～12:00)



別紙
子ども予防接種週間接種可能日

甲府市医師会

市町村 医療機関名 電話番号 医療機関長 １日（火） ２日（水） ３日（木） ４日（金） ５日（土） ６日（日） ７日（月） 備考

甲府市 みぞべこどもクリニック 252-1811 溝部達子 ○ ○ ○ ○ ○ ○

〃 小松小児科医院 251-6776 小松史俊 ○ ○ ○

〃 新津小児科 233-1014 新津直樹 ○ ○ ○ ○ ○ ○

〃 日原内科小児科医院 252-8786 日原敏彦 ○
○

午前のみ
○ ○

○
午前のみ

○

〃 いいじまこどもクリニック 242-0777 飯島　純 ○ ○ ○ ○ ○ ○

〃 隈部小児科医院 243-0510 隈部桂子 ○ ○ ○ ○ ○ ○

〃 甲州聖愛ハッピークリニック 236-0888 内布英昭 ○ ○ ○ ○ ○ ○

〃 竹居医院 252-3908 斉藤眞知子 ○ ○ ○ ○ ○ ○

〃 今井小児科 241-5636 今井秀人 ○ ○ ○
○

午前のみ
○

〃 内科小児科横田医院 222-8710 原　　理 ○ ○ ○ ○ ○ ○

〃 いいづか医院 233-0808 飯塚一美 ○ ○ ○ ○ ○ ○

〃 清水内科外科医院 252-3986 清水一仁 ○ ○ ○ ○
○

午前のみ
○

〃 小瀬こどもクリニック 243-7766 高野美紀子 ○ ○ ○ ○ ○

〃 宮澤医院 252-2850 宮澤博夫 ○ ○ ○ ○ ○

〃 なかむら内科クリニック 255-1170 中村俊也 ○ ○
○

午前のみ

〃 望月クリニック 220-3311 望月裕文
○

午前のみ
○

午前のみ
○

午前のみ
○

午前のみ

〃 内科小児科小野医院 228-8822 小野隆彦 ○ ○ ○
○

午前のみ

〃 国立病院機構甲府病院 253-6131 内田則彦 ○
事前予約に
よる予防接種



別紙 子ども予防接種週間接種可能日 富士吉田医師会

３月１日（火） ３月２日（水） ３月３日（木） ３月４日（金） ３月５日（土） ３月６日（日） ３月７日（月）

富士吉田市 天野医院 天野　隆三 必要
午前9：00～12：00
午後3：30～5：30

午前9：00～12：00
午後3：30～5：30

午前9：00～12：00
午後3：30～5：30

午前9：00～12：00
午後3：30～5：30

午前9：00～12：00
午後3：30～5：30

富士吉田市 いしだ女性クリニック （0555）-25-7100 石田　珠明 必要
午前9：30～12：00
午後3：00～5：30

午前9：30～12：00
午後3：00～5：30

午前9：30～12：00
午後3：00～5：30

午前9：30～12：00
午後2：00～4：30

午前9：30～12：00
午後3：00～5：30

富士吉田市 大田屋外科医院 (0555)-24-0678 佐藤　満 必要午前9：00～12：00
午前9：00～12：00
午後3：00～5：30

午前9：00～12：00
午前9：00～12：00
午後3：00～5：30

午前9：00～12：00
午前9：00～12：00
午後3：00～5：30

富士吉田市 加賀谷医院 (0555)-23-2450 加賀谷　武 不要
午前8：00～12：00
午後3：00～6：30

午前8：00～12：00
午後3：00～6：30

午前8：00～12：00
午前8：00～12：00
午後3：00～6：00

午前8：00～12：00
午後3：00～6：30

午前8：00～12：00
午後3：00～6：30

午前8：00～12：00
午後3：00～6：30

富士吉田市 かわむらクリニック （0555）-20-1180 川村　喜太郎 必要午後2：00～4：30 午後2：00～4：30 午後2：00～4：30 午後2：00～4：30

富士吉田市 クリニック小林 (0555)-24-5585 小林　智人 必要
午前9：00～12：00
午後2：30～6：00

午前9：00～12：00
午後2：30～6：00

午前9：00～12：00
午後2：30～6：00

午前9：00～12：00
午前9：00～12：00
午後2：30～6：00

富士吉田市 ことぶき診療所 （0555）-22-9011 田邉　好英 不要
午前9：00～12：00
午後1：30～4：30

午前9：00～12：00
午後1：30～4：30

午前9：00～12：00
午後1：30～4：30

午前9：00～12：00
午後1：30～4：30

午前9：00～12：00
午後1：30～4：30

午前9：00～12：00
午後1：30～4：30

富士吉田市 鈴木医院 (0555)-23-7075 鈴木　孝男 不要
午前8：45～11：45
午後2：45～5：45

午前8：45～11：45
午後2：45～5：45

午前8：45～11：45
午後0：45～3：45

午前8：45～11：45
午後2：45～5：45

午前8：45～11：45
午後0：45～3：45

午前8：45～11：45
午後2：45～5：45

富士吉田市 つゆきこどもクリニック （0555）-24-8300 露木　和光 必要
午前8：30～12：00
午後2：00～6：00

午前8：30～12：00
午後2：00～6：00

午前8：30～12：00
午後2：00～6：00

午後1：30～3：00
午前8：30～12：00
午後2：00～6：00

富士吉田市 羽田レディースクリニック (0555)-30-0311 羽田　義信 必要
午前8：30～12：00
午後2：30～6：00

午前8：30～12：00
午後2：30～6：00

午前8：30～12：00
午前8：30～12：00
午後2：30～6：00

午前8：30～12：00
午前8：30～12：00
午後2：30～6：00

富士吉田市 深澤医院 (0555)-24-1183 深澤　雅典 必要
午前9：00～11：00
午後2：00～4：00

午前9：00～11：00
午後2：00～4：00

午前9：00～11：00
午前9：00～11：00
午後2：00～4：00

午前9：00～11：00
午前9：00～11：00
午後2：00～4：00

富士吉田市 富士の森クリニック （0555）-30-5522 渡辺　憲一 不要
午前9：00～12：00
午後2：00～5：30

午前9：00～12：00
午後2：00～5：30

午前9：00～12：00
午後2：00～5：30

午前9：00～12：00
午前9：00～12：00
午後2：00～5：30

富士吉田市 堀内産婦人科医院 (0555)-22-1151 堀内　裕 必要
午前9：00～12：00
午後4：00～6：00

午前9：00～12：00
午後4：00～6：00

午前9：00～12：00
午前9：00～12：00
午後4：00～6：00

午前9：00～12：00
午前9：00～12：00
午後4：00～6：00

富士吉田市 直光会　宮下医院 (0555)-22-5687 宮下　智之 必要
午前9：00～12：00
午後2：00～6：00

午前9：00～12：00
午後2：00～6：00

午前9：00～12：00
午後2：00～5：00

午前9：00～12：00
午後2：00～5：00

午前9：00～12：00
午後2：00～6：00

富士吉田市 吉田医院 (0555)-22-0142 刑部　利雄 必要
午前9：00～12：00
午後4：00～6：00

午前9：00～11：30
午後4：00～6：00

午前9：00～12：00
午前9：00～12：00
午後4：00～6：00

午前9：00～12：00
午前9：00～12：00
午後4：00～6：00

富士河口湖町 青木医院 (0555)-72-0777 青木　明 必要午前9：00～12：00
午前9：00～12：00
午後2：00～5：00

午前9：00～12：00
午後2：00～5：00

午前9：00～12：00
午後2：00～5：00

午前9：00～12：00
午前9：00～12：00
午後2：00～5：00

富士河口湖町 いしはらクリニック 石原　俊秀 必要
午前8：30～11：30
午後2：00～5：30

午前8：30～11：30
午前8：30～11：30
午後2：00～5：30

午前8：30～11：30
午後2：00～5：30

午前8：30～11：30
午前8：30～11：30
午後2：00～5：30

富士河口湖町 小舘クリニック （0555）-83-5060 小舘　秀介 必要午前9：00～11：00 午前9：00～11：00 午前9：00～11：00 午前9：00～11：00 午前9：00～11：00

富士河口湖町 山岸クリニック (0555)-72-2671 山岸　松樹 必要
午前8：00～12：00
午後1：00～5：00

午前8：00～12：00
午後1：00～5：00

午前8：00～12：00
午後1：00～5：00

午前9：00～12：00
午前8：00～12：00
午後1：00～5：00

富士河口湖町 渡辺医院 (0555)-72-2835 渡辺　泰猛 必要
午前9：00～12：00
午後3：00～5：30

午前9：00～12：00
午後3：00～5：30

午前9：00～12：00
午後3：00～5：30

午前9：00～12：00
午後3：00～5：30

午前9：00～12：00
午後3：00～5：30

午前9：00～12：00
午後3：00～5：30

忍野村 あまの診療所 （0555）-84-8383 天野　泰嗣 必要
午前9：00～12：00
午後3：00～6：00

午前9：00～12：00
午前9：00～12：00
午後3：00～6：00

午前9：00～12：00
午後3：00～6：00

午前9：00～12：00
午前9：00～12：00
午後3：00～6：00

忍野村 三浦医院 (0555)-84-2040 三浦　武 必要午前8：30～12：30
午前8：30～12：30
午後3：00～5：00

午前8：30～12：30
午後3：00～5：00

午前8：30～12：30
午後3：00～5：00

午前8：30～12：30
午前8：30～12：30
午後3：00～5：00

富士吉田市 富士吉田市立病院 (0555)-22-4111 樫本　温 必要 午後2：00～4：00 午後2：00～4：00

富士河口湖町 山梨赤十字病院 （0555）-72-2222 今野　述 必要 午後3：00～5：00 午後2：00～5：00 午後2：00～5：00

予約
予防接種可能日時

市区町村 医療機関名 電話番号 医療機関の長


