
中区 広島逓信病院 東白島町19-16 224-5308 9時～12時/13時～16時（休診日を除く）

中区 こばたけ小児科皮ふ科医院 西白島町7-4 227-5060
9時～18時(月･火･木･金)
9時～12時(水)
9時～17時(土)

中区 住田医院（小児科） 大手町5-6-23 241-3735 9時～12時/14時～17時（月・水・金・土）
9時～12時（火）

中区 広島中央通りこどもクリニック 三川町7-1 3F 546-2558
8時30分～11時30分/14時～17時(月・火・木)
8時30分～11時30分/13時30分～16時30分(金)
8時30分～11時30分(水・土)

中区 小児科/アレルギー科　すがいこどもクリニック 宝町2－1フジグラン広島4F 207-3888 9時～12時30分／14時～18時（月・火・水・金・土）
9時～12時30分／14時～16時（土：第1，3，5土は午前のみ）

中区 千田こどもクリニック 千田町2-1-27 543-6230 9時～12時/14時～18時(月・火・水・金)
9時～12時/14時～17時(土)

249-4655 9時～12時/14時～18時(月・火・水・金)
9時～13時(木・土)

中区 はらだ小児科 堺町２-6-22 231-7982 診療時間内

中区 こうの小児科クリニック
舟入幸町４-２　クリニックモール舟
入４F

503-3370
9時～12時/15時～17時(月・火・木・金)
9時～12時(水・土)

234-5557 診療時間内
医院ホームページから予約
来院による予約も可能（診療時間内）

東区 いしがめ小児科 温品7-10-11-20 573-1480 9時～12時/14時30分～17時(月･火･木･金)
9時～12時(水･土)

東区 ひよこ小児科内科 戸坂千足1-22-6-11 516-0015
9時～12時/15時～17時30分(月・火・木・金)
9時～12時(水)
9時～12時/15時～16時30分(土)

東区 おおにしこどもクリニック 戸坂千足2-9-13 229-3232  診療時間内

東区 たにぐち小児クリニック 中山東2-2-9　ヴェルディ中山1F

東区 こだまクリニック 牛田東1-1‐26 221-2535 9時～12時/15時～17時(月・火・木・金)
9時～12時(水・土)

東区 ねじはし小児科 牛田旭1-13-18 医院ホームページから予約

東区 ますだ小児科 東蟹屋町10-21 568-2828 9時～12時/14時～17時（月～土）

南区 広島駅内科・こどもクリニック 松原町1-2 ekie2F 261-0001 14時～17時30分（月～金）

南区 おかはた小児科クリニック 段原南1-1-22 506-3223 17時～18時(火・金)
11時～11時45分(土)

南区 ひのでクリニック 段原日出1-12-18-101 236-7310 9時～10時(月～金)

南区 しらお小児科・アレルギー科クリニック 東雲本町2-6-32 281-3578 14時30分～16時（月・火・水・金）

南区 堂面医院 皆実町2-8-4 251-1510 9時～11時/15時～17時（月・火・木・金）
9時～11時（水）

南区 もり小児科 翠2-27-30

南区 さかたに小児科 宇品神田5-26-17 251-0007 9時～12時30分/ 14時30分～18時 (月・火・水・金)
9時～12時30分（木・土）

南区 小児科さとうクリニック 宇品西3-1-45-3 250-2311 9時～12時/15時～18時(月・火・木・金)
9時～12時(水・土)

西区 新田小児科医院 横川町3-9-14 231-7901
9時～12時/15時～17時(月・火・水・金)
9時～12時(木)
9時～12時/14時～16時(土)

西区 生協小児科ひろしま
観音町16-19　生協けんこうプラザ
2F

532-1260 8時30分～16時30分（休診日を除く）

297-5656 9時～12時/13時～18時(月・火・水・金)
9時～12時(木・土)

医院ホームページから予約
広島市の予約用WEBサイト、予約コールセンター（050-3644-7513）から予約

西区 はまだ小児クリニック 己斐本町1-25-8 507-1500 9時～12時/15時～18時(月・火・木・金)
9時～12時(水・土)

医院ホームページから予約

527-0215 診療時間内

西区 はまさきこどもクリニック 庚午中3-5-13 507-3715 10時～11時/16時～17時(月・火・木・金・土)

西区 よしのこどもとアレルギーのクリニック 庚午南1-30-13

西区 しのはら小児クリニック 井口3-13-5 医院ホームページから予約

安佐南区 原田医院 川内4-15-18 877-7581 8時30分～12時30分/15時～18時30分(月～金)
8時30分～13時(土)

安佐南区 いちごこどもクリニック 川内5-14-20 870-1115 9時～12時30分/15時30分～18時(月・火・水・金)
9時～13時(木・土)

安佐南区 高橋内科小児科医院 緑井2-12-25

医院ホームページから予約

医院ホームページから予約

西区 どんぐり小児科 南観音2-7-21 平野ﾋﾞﾙ1F

むらき小児科西区 庚午北2-22-4

上村医院 住吉町8-19
広島市の予約用WEBサイト、予約コールセンター（050-3644-7513）から予約

区 医療機関名 住所 予約先 予約受付時間

5～11歳の接種を行っている医療機関一覧（8月2日更新）

※ 以下の医療機関以外にも接種を行っている場合があります

● 各医療機関の状況によっては接種の予約ができない可能性があります。詳しくは、接種を希望する医療機関へ直接お問い合わせください。

● 電話予約の際は、必ず予約受付時間内にご連絡いただくようお願いします。

［コロナワクチンナビ］で予約方法・専用ダイヤルをご確認下さい。
※医療機関への直接のお電話はお控えください。

中区 サザンクリニック整形外科・内科 江波本町5-28

中区

広島市の予約用WEBサイト、予約コールセンター（050-3644-7513）から予約
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区 医療機関名 住所 予約先 予約受付時間

831-0415
9時～18時(月・火・水・金)
9時〜12時(木)
9時〜17時(土)

安佐南区 よしみつこどもクリニック 大町東1-8-25 831-5272 9時～11時30分/15時～17時30分（月・火・水・金）
9時～11時30分(木)

安佐南区 たなべ小児科内科 大町東2-7-25-5 870-5000 9時～11時30分/15時～17時30分(月･火･水･金)
9時～11時30分(木･土)

安佐南区 かなはら医院 大町西1-1-10 877-0615 8時30分～11時/15時～17時(月・火・水・金)
8時30分～11時(木・土)

安佐南区 片山内科小児科医院 上安6-26-1 878-5589 8時30分～12時/14時30分～18時(月･火･水･金)
8時30分～12時(木･土)

850-1755 9時15分～11時30分/15時30分～17時30分（月･火･木･金）
9時15分～11時30分（水･土）

安佐南区 すがはら小児科アレルギー科クリニック 西原8-１-13 850-2020 9時45分～11時15分（金）

安佐南区 児玉医院 祇園4-50-24 875-1515 9時～11時(休診日を除く)

安佐南区 ひだまりこどもアレルギー科クリニック 祇園5-2-45 祇園ｸﾘﾆｯｸﾋﾞﾙ204 832-3300 10時～13時/15時～17時(月･火･木･金)
10時～12時(水･土)

安佐南区 にしお小児科アレルギー科 山本1-9-26 850-1138 診療時間内

871-7770 診療時間内

安佐南区 西村小児科 伴東5-19-23 849-6030 10時～12時/16時～18時(休診日を除く)

848-7888 8時30分～12時/14時30分～17時　(月・火・水・金)
8時30分～12時　(木・土)

安佐南区 こころ・チャイルド・クリニック 伴南1-5-18-8-301 849-5519 9時～11時30分/15時～17時30分(月～金)
9時～11時30分/15時～16時30分(土)

安佐南区 矢野脳神経外科・やのこどもクリニック 大塚西1-24-12 849-2511 10時30分～12時30分(月・火・木・金)

安佐北区 なかふかわ小児科 深川5-23-1 845-0022 10時～12時/15時～18時(月・火・木・金)
10時～13時(水・土)

安佐北区 土井クリニック 可部2-40-22 814-3211 13時30分～17時(月・火・水・金)

安佐北区 ふじたこどもクリニック 可部4-23-13 815-5515 10時以降の一般診療時間内

安佐北区 にし小児科 可部5-14-16 810-0277 10時～12時(月･火･木･金)

安佐北区 杉野小児科医院 亀山2-8-26 815-1334
9時～12時/15時～18時(月･火･水･金)
9時～12時/14時30分～16時(木)
9時～12時/13時30分～15時(土)

安芸区 広島市医師会運営・安芸市民病院 畑賀2-14-1

安芸区 畑川小児科 船越南3-5-3 823-8181 9時～12時/15時～17時(月･火･水･金)
9時～12時(木･土)

安芸区 浜田医院 矢野東2-31-10 888-0233 9時～12時/15時～18時(月・火・水・金)
9時～12時(木・土)

安芸区 だて子どもクリニック 矢野東5-7-13 888-0018 診療時間内

佐伯区 ふじえ小児科 八幡東3-28-17 926-2725 10時～12時/15時～17時(月･火･水･金)
10時～12時/15時～16時(土)

佐伯区 こにしこどもクリニック 城山2-2-4 926-1524 ９時３０分～１２時/１６時～１７時（月・火・木・金）
9時30分～12時（水・土）

佐伯区 高田小児科 五日市中央3-15-19 921-1250 15時30分～16時30分（木・金）
9時30分～10時30分（土）

佐伯区 きだに小児科 五日市1-3-14 広島市の予約用WEBサイト、予約コールセンター（050-3644-7513）から予約

佐伯区 谷本小児科 五日市4-3-1 943-3331 10時～11時30分/15時～17時30分(月・火・水・金・土)
10時～11時30分(木)

佐伯区 赤尾ファミリークリニック 海老園1-4-19 922-3535 9時30分～11時/14時30分～17時（月・火・木・金）
9時30分～11時（水・土）

佐伯区 ながたこどもクリニック 海老園1-6-22 924-7311 11時30分～12時30分(月・水・木・金)

佐伯区 はだ小児科 楽々園5-9-5-302 208-5285 10時～17時(休診日を除く)

山本3－1－12

広島市の予約用WEBサイト、予約コールセンター（050-3644-7513）から予約 
あべ内科小児科安佐南区 伴東7-59-1

医院ホームページから予約

来院による予約（診療時間内）

祇園ふたばこどもクリニック安佐南区

安佐南区 わんぱくキッズクリニック 東原１-1-２
来院による予約（診療時間内）

広島市の予約用WEBサイト、予約コールセンター（050-3644-7513）から予約

来院による予約（診療時間内）

安佐南区 にこにこキッズクリニック 緑井5-29-18-103
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