高齢者インフルエンザ予防接種実施医療機関（野洲市・草津市・栗東市）
市町名

医療機関名

所在地

電話番号

野洲市 伊藤整形外科

野洲市大畑14-12

077-586-1085

野洲市 えとうクリニック

野洲市吉地1193-1

077-575-8808

野洲市 おおはし腎透析クリニック

野洲市永原1833-4

077-588-0084

野洲市 おかもと耳鼻咽喉科クリニック

野洲市市三宅2339-4

077-518-0880

野洲市 甲原医院

野洲市小篠原2057番地1

077-587-0070

野洲市 湖南病院

野洲市八夫2077番地

077-589-5155

野洲市 澤田医院

野洲市冨波甲1087番地1

077-588-5855

野洲市 白井医院

野洲市永原1833‐1

077-587-0125

野洲市 すぎやま内科

野洲市小篠原1974番地1

077-586-1218

野洲市 髙田クリニック

野洲市行畑736番地

077-535-1528

野洲市 医療法人拓翔会（岸本産婦人科内）

野洲市北野1丁目15番地35号

077-586-1822

野洲市 田中医院

野洲市比江816番地

077-589-2113

野洲市 ちかもち内科医院

野洲市小篠原2208-1

077-518-0511

野洲市 遠田整形外科

野洲市市三宅2339-1

077-518-0220

野洲市 なかにし耳鼻咽喉科

野洲市小篠原1033番地1

077-586-3341

野洲市 にしむら整形外科クリニック

野洲市永原1834-1

077-518-0055

野洲市 野村内科医院

野洲市小篠原2177番地

077-587-0066

野洲市 びわこ学園医療福祉センター野洲

野洲市北桜978-2

077-587-1144

野洲市 藤井医院

野洲市市三宅2480番地

077-586-5848

野洲市 ほりで医院

野洲市久野部１－１５

077-587-1601

野洲市 本田医院

野洲市近江富士2丁目5番2号

077-588-3500

野洲市 ミカミクリニック

野洲市三上1922-11

077-588-2111

野洲市 南医院

野洲市吉地1412番地

077-589-5061

野洲市 森野内科医院

野洲市北野一丁目19番33号

077-587-3636

野洲市 市立野洲病院

野洲市小篠原1094番地

077-587-1332

野洲市 山地内科

野洲市三上279番地1

077-586-8708

野洲市 山田クリニック

野洲市市三宅2725番地

077-518-0355

備考

入院中の方のみ

往診のみ

障がい者の方のみ

高齢者インフルエンザ予防接種実施医療機関（野洲市・草津市・栗東市）
野洲市 吉川医院

野洲市吉川928番地

077-589-3901

野洲市 吉田クリニック

野洲市市三宅2732番地

077-588-5080

野洲市 緑王診療所

野洲市栄31-3

077-588-0572

草津市 あさい内科

草津市矢橋町104-1

077-566-1739

草津市 あさの内科クリニック

草津市追分南一丁目1-14 えんビル１F

077-565-2133

草津市 あなむら診療所

草津市穴村町311

077-568-0006

草津市 いずみ医院

草津市東草津二丁目2-53

077-565-2347

草津市 伊藤内科クリニック

草津市西大路町4-32 106-1

077-563-3550

草津市 井上医院

草津市草津四丁目5-23

077-562-0001

草津市 いりかわ耳鼻咽喉科

草津市南草津五丁目4-14

077-516-1112

草津市 内田内科循環器内科

草津市渋川一丁目2-26 ザ・草津タワー203

077-516-0200

草津市 近江草津徳洲会病院

草津市東矢倉三丁目34-52

077-567-3610

草津市 おうみクリニック

草津市新浜町85-19

077-569-5525

草津市 淡海ふれあい病院

草津市矢橋町1629-5

077-516-2121

草津市 岡診療所

草津市野村六丁目14-14

077-562-8011

草津市 おかだ内科クリニック

草津市南笠東4-5-30

077-567-8111

草津市 岡本医院

草津市桜ヶ丘五丁目3-10

077-565-3757

草津市 岡森内科医院

草津市草津町1540-1

077-567-3220

草津市 おがわ耳鼻咽喉科医院

草津市追分１丁目４番25－2

077-516-8733

草津市 おぐまファミリークリニック

草津市南草津二丁目4-3

077-561-3288

草津市 尾松医院

草津市野村六丁目1-1 コンフォーレT２

077-567-7793

草津市 加地皮膚科医院

草津市野路一丁目6-5 サンコート南草津１F

077-561-0501

草津市 加藤内科医院

草津市野路一丁目6-5-103 サンコート南草津１F

077-567-6234

草津市 神吉医院

草津市大路二丁目10-7

077-514-9012

草津市 耳鼻咽喉科 岸本医院

草津市野村三丁目17-19

077-563-1577

草津市 北山田診療所

草津市北山田町245-1

077-566-2560

草津市 久徳医院

草津市草津二丁目4-17

077-567-5577

草津市 草津ケアセンター

草津市野村2-13-13

077-567-1122

かかりつけの方のみ
かかりつけの方のみ

予約は１０月中

高齢者インフルエンザ予防接種実施医療機関（野洲市・草津市・栗東市）
草津市 草津総合病院

草津市矢橋町1660

077-563-8866

草津市 草津ハートセンター

草津市駒井沢町407-1

077-568-5333

草津市 九谷医院

草津市大路一丁目18-31

077-562-2270

草津市 ケアタウン南草津

草津市矢橋町621

077-562-1001

草津市 コス小児科

草津市野村八丁目3-10

077-561-0666

かかりつけ患者の家族のみ

草津市 こばやし整形外科

草津市渋川一丁目2-26 ザ・草津タワー202

077-566-6003

かかりつけの方のみ

草津市 こまいざわ整形外科クリニック

草津市駒井沢町397-1

077-598-1118

かかりつけの方のみ

草津市 佐竹クリニック

草津市西大路町8-28-102 ユニハイム草津ユトリオ1Ｆ

077-569-3678

草津市 さとうこどもクリニック

草津市矢橋町1203-1

077-566-3105

草津市 産科婦人科 ハピネスバースクリニック

草津市矢橋町233-3

077-564-3101

草津市 しづ井上内科

草津市青地町481-3

077-567-8502

草津市 白波瀬小児科

草津市野村八丁目9-37

077-561-0880

草津市 すぎうら皮ふ科医院

草津市川原二丁目15-10

077-569-5702

草津市 須津整形外科

草津市野村八丁目9-1

077-567-1671

草津市 せき川クリニック

草津市野村四丁目9-10

077-564-3111

草津市 せきがわ内科クリニック

草津市上笠二丁目17-6

077-561-5588

草津市 せの耳鼻咽喉科

草津市平井一丁目19-6

077-563-8741

草津市 そうむらファミリークリニック

草津市追分南4丁目6-23

077-548-6655

草津市 第二富田クリニック

草津市駒井沢町395-1

077-535-9056

草津市 竹岡診療所

草津市南草津二丁目4-10 ベーネ南草津１F

077-567-5211

草津市 玉川スマイルクリニック

草津市野路八丁目22-13

077-564-5555

草津市 つかだ眼科クリニック

草津市大路一丁目12-2

077-561-1160

草津市 富田クリニック

草津市西渋川一丁目3-22

077-566-0303

草津市 中神内科クリニック

草津市西大路町11-10

077-562-0209

草津市 なかじま医院

草津市追分三丁目1-14

077-566-8118

草津市 なかの医院

草津市平井一丁目15-26

077-566-5123

草津市 中野クリニック

草津市大路一丁目15-43

077-567-9137

草津市 西岡医院

草津市追分南二丁目12-2

077-569-0222

かかりつけの方のみ

かかりつけの方のみ

かかりつけの方のみ

高齢者インフルエンザ予防接種実施医療機関（野洲市・草津市・栗東市）
草津市 にし内科クリニック

草津市下笠町76-5

077-568-8150

草津市 のぞみクリニック

草津市草津町1973

077-562-1170

草津市 橋本内科医院

草津市川原町302-5

077-564-1566

草津市 はっとり小児科

草津市野路一丁目6-5 サンコート南草津１F

077-561-3800

草津市 ひつじクリニック

草津市西大路町4-3 エストピアプラザ２F

077-565-2625

かかりつけの方のみ

草津市 びわこ学園医療福祉センター草津

草津市笠山八丁目3-113

077-566-0701

かかりつけの方のみ

草津市 眞下草津医院

草津市野村二丁目22-8

077-565-0880

草津市 松本胃腸科クリニック

草津市西矢倉三丁目6-12-11

077-566-7525

草津市 みつだ内科クリニック

草津市野路四丁目4-1

077-516-4386

草津市 南草津あおぞらクリニック

草津市南草津3丁目4-3-3

077-567-8101

草津市 南草津けやきクリニック

草津市南草津一丁目1-8 レガーロ南草津２F

077-565-7708

草津市 南草津野村病院

草津市野路一丁目6-5 サンコート南草津２F

077-561-3788

草津市 南草津病院

草津市野路五丁目2-39

077-562-0724

草津市 みみ・はな・いびき 耳鼻咽喉科 こまクリニック

草津市南草津二丁目7-22

077-596-3344

草津市 宮本クリニック

草津市上笠四丁目6-6

077-564-0878

草津市 村上整形外科

草津市東矢倉二丁目13-1

077-561-6600

草津市 山田整形外科クリニック

草津市南草津三丁目4番3-1

077-598-5935

草津市 やまもとクリニック

草津市平井二丁目1-1

077-516-2225

草津市 わかくさ耳鼻咽喉科

草津市若草五丁目13-1-1F

077-532-7071

栗東市 あらき内科クリニック

栗東市安養寺一丁目1番20-101号

077-553-4447

栗東市 ありかた耳鼻咽喉科

栗東市安養寺三丁目11-9

077-596-3302

予約不要

栗東市 うつのみや医院

栗東市十里136番地2

077-552-1888

日、祝日も可

栗東市 おがき耳鼻咽喉科

栗東市小柿七丁目5番10号

077-552-8711

栗東市 片岡クリニック

栗東市安養寺八丁目１番33号 ナカザワメディカルビル２F

077-554-7415

栗東市 きづきクリニック

栗東市岡195番地1

077-553-8051

栗東市 競馬共助会栗東診療所

栗東市御園1028番地

077-558-0039

栗東市 ごとう医院

栗東市御園1829番地1

077-559-2782

栗東市 こびらい生協診療所

栗東市小平井三丁目2番25号

077-553-9696

かかりつけの方のみ

かかりつけの方のみ

予約不要

予約不要

高齢者インフルエンザ予防接種実施医療機関（野洲市・草津市・栗東市）
栗東市 さとこ内科クリニック

栗東市中沢2-5-54

077-554-7070

栗東市 三愛小児科診療所

栗東市小柿六丁目10番2号

077-553-6656

栗東市 耳鼻咽喉科岩崎医院

栗東市霊仙寺一丁目1番32号 カサベルデ１階

077-552-8719

栗東市 清水整形外科医院

栗東市下鈎1630番地

077-554-2839

栗東市 立石医院

栗東市北中小路2番地6

077-552-7267

栗東市 だんの皮フ科クリニック

栗東市綣一丁目10番1号

077-551-1706

栗東市 てはらクリニック

栗東市手原五丁目6番12号

077-554-1112

栗東市 特別養護老人ホーム淡海荘

栗東市出庭697-1

077-552-1224

栗東市 任医院

栗東市川辺615番地

077-552-5500

栗東市 はなだ婦人クリニック

栗東市綣三丁目10番22号

077-551-2175

栗東市 ひえだ医院

栗東市辻251番地5

077-551-5388

栗東市 樋上循環器科内科医院

栗東市綣五丁目1番34号

077-552-6617

栗東市 びわこ皮フ科

栗東市小柿十丁目16番14号

077-554-4165

栗東市 ふじもと医院

栗東市霊仙寺一丁目2番19ESPO栗東204

077-554-2528

栗東市 ふれあい診療所

栗東市小野178番地

077-552-7211

栗東市 まがらクリニック

栗東市十里83番地3

077-551-1500

栗東市 眞下胃腸科医院

栗東市霊仙寺一丁目1番52号

077-553-1041

栗東市 松下クリニック

栗東市小柿六丁目10番37号

077-553-6655

栗東市 まるやま医院

栗東市野尻590番地 あかつきビル１階

077-554-8881

栗東市 栗東えりこ内科クリニック

栗東市御園846番地1

077-576-5551

栗東市 栗東なす耳鼻咽喉科

栗東市下鈎864番地1

077-554-8714

栗東市 栗東はた内科医院

栗東市苅原233番地

077-554-5550

栗東市 栗東ピースクリニック

栗東市手原三丁目11番2号

077-553-3123

予約不要

かかりつけのみ

かかりつけのみ。予約不要

