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医療機関名 電話番号

秋山医院 （堀端町） 22 - 2546

石川循環器科・内科 （中沢町） 20 - 0320

植木整形外科 （堀端町） 22 - 0022

上田小児科・外科 （広小路） 25 - 0100

宇都宮内科胃腸科 （栄町港） 25 - 7228

小川クリニック （丸之内） 23 - 3599

沖内科クリニック （新田町） 25 - 3335

加藤整形外科 （和霊元町） 22 - 7111

鎌野病院 （広小路） 24 - 6611

木村内科医院 （京　町） 24 - 0030

くきた内科クリニック （中沢町） 26 - 2260

楠崎内科 （本町追手） 24 - 2211

河野整形外科クリニック （丸之内） 22 - 1822

桑折小児科 （中央町） 24 - 5633

古賀耳鼻咽喉科 （御幸町） 22 - 9911

こばやし小児科 （長　堀） 23 - 1150

笹岡内科医院 （中央町） 24 - 3886

しませ医院 （保　田） 27 - 1888

清水内科・循環器内科 (御幸町) 22 - 1492

上甲外科クリニック （寄　松） 25 - 5811

清家消化器内科クリニック （恵美須町） 22 - 2266

善家脳神経クリニック （堀端町） 22 - 1484

たけだ耳鼻咽喉科医院 （丸之内） 25 - 1110

田中循環器科内科 （堀端町） 22 - 0504

友松外科・胃腸科 （鶴島町） 22 - 0410

中山内科胃腸科 （堀端町） 22 - 0707

長野産婦人科 （堀端町） 24 - 1103

二宮整形外科 （桝形町） 25 - 8600

萩山医院 寿レディースクリニック（寿　町） 24 - 6200

兵頭内科医院 （和霊元町） 25 - 2772

ますだクリニック （伊吹町） 23 - 6611

和霊町松浦内科 （和霊元町） 23 - 1510

松浦内科医院 （並　松） 23 - 1122

松澤循環器科内科 （天神町） 25 - 5858

三瀬内科 （中央町） 22 - 6166

山内産婦人科医院 （宮　下） 24 - 0321

山下クリニック （桜　町） 22 - 5030

医療機関名 電話番号

山下小児科 （堀端町） 23 - 0055

山中医院 （広小路） 22 - 1750

山本内科医院 （本町追手） 22 - 5100

吉田内科泌尿器科医院 （御幸町） 25 - 1330

わたなべハートクリニック （朝日町） 25 - 1717

㈶正光会宇和島病院 （柿　原） 22 - 5622

宇和島徳洲会病院 （住吉町） 22 - 2811

ＪＣＨＯ宇和島病院 （賀古町） 22 - 5616

市立宇和島病院 （御殿町） 25 - 1111

遊子診療所 （遊　子） 62 - 0016

下波診療所 （下　波） 29 - 0002

戸島診療所 （戸　島） 64 - 0210

嘉島診療所 （戸　島） 64 - 0378

蒋淵診療所 （蒋　淵） 63 - 0011

日振島診療所 （日振島） 65 - 0004

松﨑クリニック （三間町宮野下） 58 - 4828

水谷医院 （吉田町立間） 52 - 0144

鈴木整形外科･外科 （吉田町北小路） 52 - 0104

岩村外科胃腸科 （吉田町魚棚） 52 - 3111

橋本内科クリニック （吉田町沖村） 52 - 0808

溜尾整形外科 （吉田町東小路） 52 - 3133

市立吉田病院 （吉田町北小路） 52 - 0611

口羽外科胃腸科医院 （津島町高田） 32 - 5000

あべ医院 （津島町岩松） 32 - 2616

永井内科医院 （津島町高田） 32 - 6688

市立津島病院 （津島町高田） 32 - 2011

いしむら整形外科 （鬼北町奈良） 20 - 6635

大野内科医院 （鬼北町近永） 45 - 0141

篠原医院 （鬼北町近永） 45 - 3370

富山医院 （鬼北町近永） 45 - 0360

町立北宇和病院 （鬼北町近永） 45 - 3400

旭川荘南愛媛病院 （鬼北町永野市） 45 - 1101

鬼北町国保三島診療所 （鬼北町小松） 48 - 0074

鬼北町国保愛治診療所 （鬼北町清水） 46 - 0005

鬼北町国保小倉診療所 （鬼北町小倉） 47 - 0202

鬼北町国保日吉診療所 （鬼北町下鍵山） 44 - 2250

松野町国保中央診療所 （松野町延野々） 42 - 0707

インフルエンザ予防接種

予防接種を受けて、
インフルエンザを予
防しましょう。

【対　象】市の住民基本台帳に記載のある65歳以
上、または60歳～ 64歳で心臓や腎臓・呼吸器な
どに重い病気のある人

【接種期間】10月15日㈪～ 12月31日㈪
【接種料金】1,000円
※生活保護世帯の人は無料（証明書が必要）。

【問合先】保健企画係☎24 - 1111内線2137または各支所予防接種担当


