
　※事前に予約が必要ですが、ワクチンの供給状況等によっては対応できない場合があります。
　※接種日時、詳細については、直接医療機関へお尋ねください。

（島根県・平成27年6月現在）

1 松江市 松江市立病院 松江市乃白町３２番地１ 0852-60.-8000 要予約
2 松江市 松江記念病院 松江市上乃木３丁目４番１号 0852-27-8111
3 松江市 嘉戸小児科医院 松江市浜乃木４丁目７番２４号 0852-23-3635
4 松江市 佐野内科循環器科医院 松江市浜乃木１丁目１７番７号 0852-21-4772
5 松江市 鈴木内科医院 松江市西川津町１１９８番地５ 0852-22-2123
6 松江市 津森医院 松江市本庄町５６７番地１ 0852-34-0125
7 松江市 野津医院 松江市本庄町５６５番地１ 0852-34-0503
8 松江市 福間内科医院 松江市雑賀町４５番地 0852-21-3727
9 松江市 津田小学校前よしの医院 松江市東津田町１１９５番地３ 0852-22-1133
10 松江市 乃木クリニック 松江市浜乃木２丁目７番１７号 0852-26-5122
11 松江市 はしだ小児科医院 松江市八幡町８番地３ 0852-37-0880 事前問い合わせが必要
12 松江市 森脇医院 松江市砂子町２０２番地３ 0852-27-2211
13 松江市 津森医院千酌出張所 松江市美保関町千酌９４４番地３ 0852-75-0354
14 松江市 三浦医院 松江市東出雲町揖屋町１１７８番地６ 0852-52-3739 ９歳以上
15 松江市 田中医院 松江市宍道町宍道１３４４番地８ 0852-66-0022
16 松江市 坪内内科小児科医院 松江市宍道町宍道１２９６番地６ 0852-66-2545
17 松江市 若槻内科医院 松江市山代町４８０番地５ 0852-27-3111
18 松江市 福田内科クリニック 松江市上乃木９丁目４番２５号 0852-27-1200
19 松江市 医療法人吉岡医院 松江市八束町波入６０７番地１ 0852-76-3466
20 松江市 小竹原医院 松江市大輪町３９６番地 0852-25-3223
21 松江市 中西医院 松江市大庭町１３８１番地２ 0852-22-8611
22 松江市 遠藤医院 松江市比津町４３番地１２ 0852-26-3017
23 松江市 松江東健康クリニック 松江市西尾町１３番地１ 0852-25-0077 ８歳以上
24 松江市 つきざわ内科医院 松江市西津田１０丁目１７番２０号－１１ 0852-21-8180
25 松江市 医療法人佐々木医院 松江市美保関町森山７２６番地１１ 0852-72-2522
26 松江市 淞北台メディカルスクエアよねだ内科 松江市東奥谷町１４４番地１２ 0852-28-2500
27 松江市 内田クリニック 松江市浜乃木２丁目６番１３号 0852-59-5880 小学生以上
28 松江市 学園クリニック 松江市学園１丁目９番２１号 0852-55-6386 ３歳以上
29 松江市 いしいクリニック 松江市古志原６丁目１０番３６号 0852-55-6363
30 松江市 小林クリニック 松江市比津町１４９番地１ 0852-55-6616
31 松江市 ふれあい診療所 松江市西津田７丁目１４番２１号 0852-23-1400 要予約
32 松江市 津森医院片江出張所 松江市美保関町片江４３１番地２ 0852-34-0125
33 松江市 中村内科循環器クリニック 松江市西川津町３９８番地５１ 0852-20-7711
34 松江市 ほしの内科・胃腸科クリニック 松江市西津田５丁目２１番地１５ 0852-20-1333 小学生以上、事前予約
35 松江市 たくわ小児科クリニック 松江市学園２丁目６番２７号 0852-20-0808 要予約
36 松江市 松江腎クリニック 松江市南田町１１０番地 0852-59-3800
37 松江市 おむら内科クリニック 松江市古志原５丁目４番８号 0852-31-5588
38 松江市 ぽよぽよクリニック 松江市東津田町１１９８番地３ 0852-25-2581
39 松江市 たなか内科クリニック 松江市上乃木９丁目１番地１０ 0852-60-5877
40 松江市 うらしまクリニック 松江市東出雲町錦新町２丁目２番地１０ 0852-53-0622
41 松江市 松江市国民健康保険来待診療所 松江市宍道町上来待２１３番地１ 0852-66-0002
42 松江市 つわぶきクリニック 松江市乃木福富町３１８番地１ 0852-60-2323
43 松江市 松江市立病院健診センター 松江市乃白町３２番地１ 0852-60-8120 要予約、高校生以上の成人
44 松江市 佐藤内科医院 松江市天神町１５番地　ウィステリア天神１階 0852-21-2425 要予約
45 松江市 あさひまちクリニック 松江市朝日町４７６番地７　２階 0852-61-3006 ６歳以上
46 松江市 大学前のつ内科クリニック 松江市学園２丁目２７番１７号 0852-24-3000 要予約、成人のみ
47 松江市 門脇医院 松江市八束町遅江３８４番地２ 0852-76-2023
48 松江市 いきいきクリニック 松江市東津田町１７６８番地２ 0852-27-1551 高校生以上
49 松江市 くらたこどもクリニック 松江市東朝日町２３２番地１０ 0852-61-1688 電話申込み
50 松江市 たまゆ内科クリニック 松江市玉湯町湯町８２５番地１ 0852-62-0133 １歳以上
51 松江市 大國内科クリニック 松江市乃木福富町４１３番地２ 0852-60-1266 小学生以上
52 松江市 やましろクリニック 松江市山代町１００１番地 0852-27-9696
53 安来市 医療法人社団　日立記念病院 安来市安来町１２７８番地５ 0854-22-2180
54 安来市 安来市立病院 安来市広瀬町広瀬１９３１番地 0854-32-2085
55 安来市 安来第一病院 安来市安来町８９９－１ 0854-22-3411
56 安来市 渡部医院 安来市安来町１３７３番地９ 0854-22-2486
57 安来市 医療法人社団 吉田医院 安来市飯島町１２３５番地２ 0854-22-2064
58 安来市 医療法人社団　常松医院井尻分院 安来市伯太町井尻３番地３ 0854-37-1125
59 安来市 医療法人社団　常松医院赤屋分院 安来市伯太町赤屋１１７番地１ 0854-38-0634
60 安来市 金藤内科小児科医院 安来市赤江町１４４７番地５ 0854-28-6688
61 安来市 杉原医院 安来市安来町８９８番地４ 0854-23-1236
62 安来市 医療法人　河村医院 安来市広瀬町広瀬１９４０番地 0854-32-2436
63 安来市 麦谷内科クリニック 安来市下坂田町３０８番地１ 0854-22-1855
64 安来市 杉原医院大塚分院 安来市大塚町字町後３５７番地１５ 0854-27-0888

65 雲南市 雲南市立病院 雲南市大東町飯田９６－１ 0854-43-2390

小児：毎週（火・水）の１４時～１６時で小児科
外来にて実施（事前に予約必要）
成人：内科初診外来で実施（事前に予約必
要、１１時までに受付）

66 雲南市 平成記念病院 雲南市三刀屋町三刀屋１２９４番地１ 0854-45-5111
67 雲南市 清水医院 雲南市加茂町加茂中１０１３番地１ 0854-49-7022
68 雲南市 横山医院 雲南市木次町東日登４２５番地１ 0854-42-0123
69 雲南市 雲南市国民健康保険掛合診療所 雲南市掛合町掛合１３１２番地 0854-62-0135
70 雲南市 辰村医院 雲南市木次町木次１８５番地 0854-42-0402
71 雲南市 よこお小児科 雲南市三刀屋町下熊谷１７６６番地１ 0854-45-5222
72 雲南市 和田医院 雲南市三刀屋町三刀屋９３９番地 0854-45-2220
73 雲南市 長見クリニック 雲南市木次町里方６３３番地１ 0854-42-5055
74 雲南市 川本医院 雲南市木次町木次１５番地 0854-42-0205
75 雲南市 横山内科医院 雲南市大東町南村２７６番地１ 0854-43-8010 基本は土曜日の午後
76 雲南市 晴木医院 雲南市大東町大東１８６８番地 0854-43-2035 要予約
77 奥出雲町 町立奥出雲病院 仁多郡奥出雲町三成１６２２番地１ 0854-54-1122 要予約

任意の予防接種（麻しん風しん混合＜MR＞）実施可能医療機関一覧
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78 奥出雲町 加藤医院 仁多郡奥出雲町三成３５８番地６ 0854-54-1011
79 奥出雲町 井上医院 仁多郡奥出雲町横田１１９３番地２ 0854-52-1030
80 奥出雲町 石原医院分院 仁多郡奥出雲町下横田４２１番地１ 0854-52-9060
81 奥出雲町 永生クリニック 仁多郡奥出雲町横田１０６３番地１ 0854-52-0250
82 奥出雲町 町立馬木診療所 仁多郡奥出雲町大馬木１９２２番地１３ 0854-53-0500
83 飯南町 飯南町立飯南病院 飯石郡飯南町頓原２０６０ 0854-72-0221 要予約
84 飯南町 飯南町立来島診療所 飯石郡飯南町野萱１８２６番地２ 0854-76-2309
85 出雲市 島根県立中央病院 出雲市姫原４丁目１－１ 0853-22-5111
86 出雲市 出雲市立総合医療センター 出雲市灘分町６１３ 0853-63-5111
87 出雲市 斐川生協病院 出雲市斐川町大字直江町４８８３－１ 0853-72-0321 １３歳以上
88 出雲市 出雲徳洲会病院 出雲市斐川町大字直江町３９６４－１ 0853-73-7000 満１３歳以上
89 出雲市 朝山医院 出雲市松寄下町１０９７番地 0853-22-3360
90 出雲市 医療法人　板垣医院 出雲市里方町８７２番地 0853-21-1772
91 出雲市 加藤医院 出雲市今市町北本町１丁目７番地５ 0853-21-5520
92 出雲市 三原医院 出雲市今市町１６０５番地 0853-21-0284
93 出雲市 外科内科山尾医院 出雲市大津町１０９９番地５ 0853-23-0520  １６歳以上
94 出雲市 手納医院 出雲市小山町３００番地３ 0853-22-6660
95 出雲市 勝部小児科医院 出雲市大津新崎町７丁目４４番地 0853-22-7125
96 出雲市 知井宮堀江医院 出雲市知井宮町８３４番地 0853-21-0918
97 出雲市 江口内科医院 出雲市塩冶有原町６丁目４３番地 0853-23-3166
98 出雲市 堀江内科呼吸器科医院 出雲市今市町北本町１丁目８番地２１ 0853-21-0067
99 出雲市 園山医院 出雲市東林木町８８８番地２ 0853-22-8555
100 出雲市 伊藤産婦人科眼科医院 出雲市平田町１３６２番地１ 0853-63-2195
101 出雲市 牧野内科医院 出雲市西平田町５６番地 0853-63-2851 小学生以上
102 出雲市 松本医院 出雲市多久町８８５番地１１ 0853-62-3142
103 出雲市 及川医院 出雲市灘分町７０７番地５ 0853-63-3582 任意でＭＭＲの接種
104 出雲市 牧野内科 出雲市小山町７９２番地２ 0853-24-2203 １９歳以上
105 出雲市 遠藤クリニック 出雲市渡橋町３２５番地３ 0853-23-2021 毎週金・土曜日の診療時間内
106 出雲市 松陽台佐藤クリニック 出雲市白枝町９８８番地１ 0853-23-5883
107 出雲市 伊藤医院 出雲市神西沖町字原２０７６番地 0853-43-1111

108 出雲市 大曲診療所 出雲市大津町１９４１番地の２ 0853-21-1186
金曜夜間診察：１７：００～１８：３０、
土曜：９：００～１２：００

109 出雲市 医療法人古瀬医院 出雲市稗原町２４９０番地３ 0853-48-0008 電話にて相談
110 出雲市 山本内科胃腸科 出雲市大社町杵築南１３６４番地 0853-53-5551
111 出雲市 医療法人あべ医院 出雲市大津新崎町１丁目１８番４ 0853-21-3100
112 出雲市 中島医院 出雲市大社町杵築南９９１番地 0853-53-2116
113 出雲市 児玉医院 出雲市湖陵町大池２２４２番地６９ 0853-43-2001
114 出雲市 基常小児科・福代皮膚科 出雲市塩冶町１５２３番地２ 0853-21-1262
115 出雲市 須谷医院 出雲市所原町６０番地 0853-48-0210
116 出雲市 いいつかクリニック 出雲市斐川町荘原２１９０番地１ 0853-72-4777 ３歳以上
117 出雲市 医療法人仁和会　白枝内科クリニック 出雲市白枝町８８９番地１ 0853-25-2110
118 出雲市 竹下内科医院 出雲市大津新崎町４丁目３２番地 0853-22-0202
119 出雲市 かわすみクリニック 出雲市塩冶町１５５９番地１４ 0853-25-2111
120 出雲市 槇野クリニック 出雲市中野美保北３丁目５番地５ 0853-23-7555
121 出雲市 秦医院 出雲市西園町３３１番地１ 0853-28-0117
122 出雲市 仲田医院 出雲市西平田町１４７番地 0853-63-1212
123 出雲市 河原泌尿器科医院 出雲市西平田町８５番地 0853-62-9155
124 出雲市 深田医院 出雲市高岡町５３番地１ 0853-22-8824
125 出雲市 医療法人社団芦沢医院 出雲市塩冶町８５２番地 0853-22-8228
126 出雲市 ふじのクリニック 出雲市今市町北本町２丁目３番地５ 0853-24-3387
127 出雲市 斐川中央クリニック 出雲市斐川町上直江１４２１番地１７ 0853-73-8181
128 出雲市 医療法人　久村診療所 出雲市多伎町小田４５番地１ 0853-86-2020
129 出雲市 原医院 出雲市湖陵町差海１０９７番地 0853-43-2008
130 出雲市 きさ内科皮フ科クリニック 出雲市平田町７６０６番地 0853-63-7210
131 出雲市 本田医院 出雲市湖陵町二部１８０２番地１ 0853-43-7800 電話予約
132 出雲市 わたなべこどもレディースクリニック 出雲市武志町８３６番地３ 0853-30-8020
133 出雲市 加藤医院 出雲市佐田町須佐７４１番地８ 0853-84-1900
134 出雲市 出雲市国民健康保険橋波診療所 出雲市佐田町下橋波３１番地 0853-85-2611
135 出雲市 そうみやクリニック 出雲市渡橋町７３０番地１ 0853-22-0333
136 出雲市 きむらこどもファミリークリニック 出雲市西新町１丁目２５４８番地９ 0853-20-0903
137 出雲市 はしもと内科クリニック 出雲市今市町藤ケ森２０７４番地 0853-25-0211 成人のみ
138 出雲市 陽　循環器内科 出雲市上塩冶町１７４１番地３ 0853-31-8180
139 出雲市 佐田診療所 出雲市佐田町反辺１３７０番地９ 0853-84-0410
140 出雲市 はら呼吸器内科クリニック 出雲市姫原３丁目５番７ 0853-25-7455
141 出雲市 つむらファミリークリニック　くみ小児科 出雲市渡橋町８５８番地１ 0853-23-9393 要予約、電話での問い合わせ
142 出雲市 角医院 出雲市渡橋町９２０番地１ 0853-30-6077
143 出雲市 佐藤内科クリニック 出雲市古志町１１０７番地１ 0853-24-7766
144 出雲市 おおつ内科クリニック 出雲市大津町１７０８番地９ 0853-25-7800 小学校就学前のみ
145 出雲市 たけだファミリークリニック 出雲市神西沖町１４５５番地１ 0853-43-3355 要予約
146 大田市 大田市立病院 大田市大田町吉永１４２８－３ 0854-82-0330  １８歳以下、要事前予約
147 大田市 合原医院 大田市大田町大田イ１９０番地 0854-82-1737
148 大田市 大田呼吸循環クリニック 大田市大田町大田ハ１４５番地 0854-82-0036 ５歳以上、要事前予約
149 大田市 根宜小児科・婦人科クリニック 大田市大田町大田ハ２０９番地 08548-2-1027
150 大田市 小野医院 大田市久手町刺鹿２４１５番地 0854-82-8328
151 大田市 昭和医院 大田市大田町大田イ－１２７番地 0854-82-3492
152 大田市 田原医院 大田市久手町波根西１８３４番地６ 0854-82-5115 診療時間内に実施、要事前予約
153 大田市 石田医院 大田市大田町大田ハ９１番地 0854-82-1160
154 大田市 山口診療所 大田市山口町山口１１８１番地１ 0854-82-1160
155 大田市 医療法人社団　合原医院　鳥井診療所 大田市鳥井町鳥井１８５番地４ 0854-84-8201
156 大田市 渡辺医院 大田市大田町大田ロ１０３１番地１２ 0854-82-9345
157 大田市 池田診療所 大田市三瓶町池田２２６７番地１ 0854-83-3084
158 大田市 川上医院 大田市川合町川合１２４２番地１ 0854-82-0296
159 大田市 大田市国民健康保険仁摩診療所 大田市仁摩町仁万６３４番地１ 08548-8-9030 成人のみ
160 大田市 上垣医院 大田市大田町大田イ３１９番地１ 0854-82-0270 要事前予約
161 大田市 医療法人社団　摯静会　やまうち内科 大田市長久町長久ロ２２５番地５ 0854-84-0707  第４金曜日１５：００～１６：００



電話番号施設名称No. 備考市町村名 施設所在地

162 大田市 須田医院 大田市仁摩町仁万８６２番地１ 0854-88-2124 要事前予約
163 大田市 木島医院 大田市久手町刺鹿２７３２番地 0854-82-8527
164 大田市 医療法人悠伸会　うめがえ内科クリニック 大田市大田町大田ロ１１８６番地２ 0854-83-7800
165 大田市 郷原医院 大田市久利町久利７２６番地４ 0854-82-0817
166 川本町 加藤病院 邑智郡川本町大字川本３８３－１ 0855-72-0640 １歳未満は不可
167 川本町 医療法人　加藤クリニック 邑智郡川本町大字因原８１番地１ 0855-72-2311 １歳未満及び妊婦以外が対象
168 美郷町 秦クリニック 邑智郡美郷町粕渕３８７番地４ 0855-75-1661
169 美郷町 波多野診療所 邑智郡美郷町粕渕１９７番地１ 0855-75-1232
170 美郷町 美郷町国民健康保険大和診療所 邑智郡美郷町都賀本郷１６３番地 0855-82-2216
171 邑南町 公立邑智病院 邑智郡邑南町中野３８４８－２ 0855-95-2111
172 邑南町 三上医院 邑智郡邑南町山田３３番地６ 0855-83-0977 要事前予約
173 邑南町 大隅医院 邑智郡邑南町中野９８３番地、９８４番地 0855-95-0313
174 邑南町 星ケ丘クリニック 邑智郡邑南町高見８２１番地１ 0855-84-0006 要事前予約
175 邑南町 医療法人社団　上田医院 邑智郡邑南町市木２１６１番地１ 0855-85-0070
176 邑南町 三笠記念クリニック 邑智郡邑南町上田所３９番地５ 0855-83-2050 要事前予約
177 浜田市 医療法人慈誠会　山根病院三隅分院 浜田市三隅町岡見２９０－１ 0855-32-4343 ３歳以上
178 浜田市 中村医院 浜田市片庭町５１番地３ 0855-22-1183  １３歳以上
179 浜田市 笠田医院 浜田市牛市町４６番地 0855-22-1621 ２期のみ
180 浜田市 神田小児科医院 浜田市殿町８３番地１７１ 0855-22-0318
181 浜田市 酒井外科内科医院 浜田市旭町今市４１２番地１ 0855-45-0222
182 浜田市 寺井医院 浜田市三隅町西河内４８８番地１ 0855-32-0038
183 浜田市 寺井医院古市場出張所 浜田市三隅町古市場１２７７番地２ 0855-32-0310
184 浜田市 医療法人社団　彌重内科眼科医院 浜田市高田町１７番地 0855-22-1527
185 浜田市 浜田市国民健康保険大麻診療所 浜田市西村町１０３１番地の１ 0855-26-0014
186 浜田市 浜田市国民健康保険波佐診療所 浜田市金城町波佐イ４４１番地１ 0855-44-0001
187 浜田市 医療法人　斎藤医院 浜田市朝日町１１番地１ 0855-23-0228
188 浜田市 浜田市国民健康保険弥栄診療所 浜田市弥栄町木都賀イ５３０番地１ 0855-48-5001
189 浜田市 中村医院 浜田市三隅町三隅１３５６番地 0855-32-0021 ２期のみ
190 浜田市 野上医院 浜田市三隅町三隅１３０３番地 0855-32-0031
191 浜田市 浜田市国民健康保険あさひ診療所 浜田市旭町丸原１３８番地１ 0855-45-1234
192 浜田市 さわだこどもクリニック 浜田市国分町１９８１番地１３２ 0855-28-3777
193 浜田市 さかね内科 浜田市殿町７６番地６ 0855-22-2234 小学生以上、要予約
194 浜田市 すみれ小児科 浜田市熱田町５４１番地１ 0855-26-1006
195 浜田市 都医院 浜田市治和町イ１１０番地２ 0855-26-0100

196 江津市
社会福祉法人恩賜財団島根県済
生会　江津総合病院

江津市江津町１０１６番地３７ 0855-54-0101

197 江津市 應儀医院 江津市桜江町市山２７４番地 0855-92-0057
198 江津市 医療法人心和会　船津内科医院 江津市嘉久志町イ１２２０番地４ 0855-52-3203
199 江津市 医療法人社団花田医院　浅利分院 江津市浅利町８４３番地１ 0855-55-1002
200 江津市 花田医院波積診療所 江津市波積町本郷３２５番地１ 0855-55-0125
201 江津市 渡利小児科・内科医院 江津市江津町１５２０番地４４ 0855-52-2039
202 江津市 能美医院 江津市二宮町神主２２６０番地３ 0855-53-0456 要予約
203 江津市 国沢内科医院 江津市都野津町１９７２番地１ 0855-53-0324
204 江津市 もりとう内科クリニック 江津市江津町１２８５番地 0855-52-2057
205 江津市 医療法人社団花田医院 江津市後地町３０２３番地 0855-55-0005
206 江津市 びおら小児科 江津市敬川町２９０番地１ 0855-53-5355
207 益田市 益田赤十字病院 益田市乙吉町イ１０３－１ 0856-22-1480  小児科（原則１５歳未満）でのみ接種可能
208 益田市 松本医院 益田市横田町４２９番地２３ 0856-25-2611
209 益田市 山尾医院 益田市あけぼの東町４番地２ 0856-22-1878
210 益田市 医療法人　金島胃腸科外科 益田市高津１丁目９番４号 0856-22-2345
211 益田市 ますたに小児科医院 益田市中吉田町１０９７番地１０ 0856-24-0810
212 益田市 医療法人津田医院 益田市津田町１２６８番地５ 0856-27-0007
213 益田市 能美小児科医院 益田市中島町イ３６９番地 0856-24-2886
214 益田市 医療法人順生会　すみかわクリニック 益田市東町２番地９ 0856-23-1188 小学生以上
215 益田市 中島こどもクリニック 益田市高津二丁目３２番１０号 0856-24-8521
216 益田市 医療法人　くろたに内科クリニック 益田市久城町９１２番地１ 0856-23-7737 事前に予約が必要
217 益田市 医療法人　黒田医院 益田市須子町１０番地２７ 0856-22-0966 ６歳未満不可
218 益田市 村野医院 益田市下本郷町６１番地１ 0856-31-2400
219 益田市 おちハートクリニック 益田市高津８丁目５番地２ 0856-23-1588 高校生以上
220 益田市 まついクリニック 益田市高津６丁目１４番地１ 0856-31-1830
221 益田市 石見クリニック 益田市駅前町７番１号 0856-23-2370 小学生以上
222 津和野町 津和野共存病院 鹿足郡津和野町森村ロ１４１ 0856-72-0660
223 津和野町 医療法人好生堂　和﨑医院 鹿足郡津和野町後田ロ４０５番地 0856-72-0025 ３歳未満は実施していない。
224 津和野町 増野医院 鹿足郡津和野町日原２２８番地 0856-74-0053 １歳未満不可、事前の予約が必要
225 津和野町 医療法人　小笠原　つわぶき医院 鹿足郡津和野町鷲原イ１９０番地 0856-72-3500
226 津和野町 日原診療所 鹿足郡津和野町枕瀬２１８番地１８ 0856-74-0121
227 津和野町 在宅診療所　鹿足中央クリニック 鹿足郡津和野町枕瀬１８９番地８ 0856-74-0120
228 吉賀町 医療法人　小笠原　小笠原医院 鹿足郡吉賀町柿木村柿木６４０番地１ 08567-9-2012
229 吉賀町 松浦内科胃腸科 鹿足郡吉賀町六日市７９５番地 08567-7-0111 中学生以上
230 西ノ島町 隠岐広域連合立隠岐島前病院 隠岐郡西ノ島町大字美田２０７１番地１ 08514-7-8211 麻しん風しんは混合での実施のみ

231 隠岐の島町 隠岐広域連合立隠岐病院 隠岐郡隠岐の島町城北町３５５ 08512-2-1356
ワクチン外来への予約診察の上、医師が適
否を判断して接種

232 隠岐の島町 高梨医院 隠岐郡隠岐の島町栄町１４１０番地 08512-2-0049


