掛 川 市 公 告

予防接種法（昭和23年法律第68号）第５条第１項の規定による予防接種を次のとおり実施する。

平成28年９月20日

掛川市長

１

松

井

三

郎

予防接種の種類
Ｂ型肝炎予防接種

２

予防接種の対象者の範囲
掛川市の区域内に居住する者のうち、平成28年４月１日以降に生まれたもの

３

予防接種を行う期日又は期間
平成28年10月１日から平成29年３月31日までの間で別表左欄に掲げる医療機関が定める日

４

予防接種を行う場所及び医師氏名
別表左欄に掲げる医療機関及び同表右欄に掲げる医師氏名

５

予防接種を受けるに当たって注意すべき事項
(1) 母子感染予防のために、既にＢ型肝炎ワクチン接種を受けている者は、今回の予防接種の対
象とはならないこと。
(2) Ｂ型肝炎ワクチンのうちヘプタバックスⅡというワクチンの容器のふたには、ラクテックス
（天然乾燥ゴム）が含まれているため、ラクテックス過敏症の方はアレルギー反応が現れる可
能性があること。
(3) ラクテックスと交差反応があるバナナ、栗、キウイフルーツ、アボガド、メロン等の食物ア
レルギーがある場合には、事前にかかりつけ医等に相談すること。

別表
医

療

機

関

所 在 地 及 び 電 話 番 号

医師氏名

足立耳鼻科クリニック

掛川市七日町60-１
℡0537-61-7100

足立 昌彦

家代の里クリニック

掛川市家代の里２丁目１-１
℡0537-61-3000

市野 達夫

池谷医院

掛川市葛ヶ丘２丁目10-14
℡0537-22-0433

池谷 満

掛川市天王町50

岡田医院

℡0537-24-1261

掛川産婦人科小児科クリニック

掛川市亀の甲２丁目23-15
℡0537-24-6111
掛川市葛川86

加藤医院

℡0537-22-2053

岡田 裕美子
早野 雄二郎
加藤 進

掛川市仁藤町１－６
℡0537-22-3062

北原 圭一郎
他

掛川市掛川634－１
℡0537-22-2052

疋田 良典

クリニックさくら

掛川市本郷198－３
℡0537-26-2888

福田 有佳

桜木レディースクリニック

掛川市富部782－１
℡0537-22-8756

松浦 俊一

佐野医院

掛川市長谷１丁目12-９
℡0537-61-1155

佐野 克行

きたはらクリニック
キンダークリニック

伊達医院

疋田小児科医院

掛川市成滝522
℡0537-22-3009

伊達 靖

東海クリニック

掛川市中央１丁目４-８
℡0537-22-7070

松浦 勉

中島内科医院

掛川市中央１丁目12-１
℡0537-22-6819

中島 洋

はっとり内科
はやの小児科
ひぐち呼吸器内科医院
樋口内科

掛川市富部650-２
℡0537-23-3070
掛川市上内田1275-１
℡0537-61-8005
掛川市上張261-３
℡0537-21-6110
掛川市青葉台21-16
℡0537-21-3010

服部 忠和
早野 伸哉
樋口 健司
樋口 知之

広田クリニック

掛川市緑ヶ丘２丁目22-16
℡0537-21-2216

廣田 佳行

ふじファミリークリニック

掛川市二瀬川11-２
℡0537-23-3841

山崎 慶介

増田内科･循環器科医院

掛川市御所原25-２
℡0537-21-0200

増田 尚道

三浦医院
鷲山医院
佐藤医院

掛川市原川13-２
℡0537-22-3645
掛川市上土方嶺向651
℡0537-74-2010
掛川市横須賀1619
℡0537-48-2246

森岡リハビリ整形外科

掛川市大渕11642-１
℡0537-48-6611

中東遠総合医療センター

掛川市菖蒲ヶ池１-１
℡0537-28-8115

木佐森医院
北島クリニック
塩崎クリニック

菊川市堀之内1257
℡0537-35-2033
菊川市奈良野39-６
℡0537-35-0700
菊川市吉沢331-７
℡0537-35-2020

三浦 律男
鷲山 さちえ
佐藤 慶仁
森岡 庫一
名倉 英一
他
木佐森 恒介
北島 真人
塩﨑 陸世

田宮こどもクリニック

菊川市加茂3250-１
℡0537-35-0801

田宮 貞人

福地医院

菊川市青葉台１丁目２-３
℡0537-35-3232

福地 正行

ケイクリニック
篠原医院
みやぎ整形外科・内科クリニック
菊川市立総合病院

菊川市赤土1355
℡0537-73-6003
菊川市下平川1508
℡0537-73-3355

加藤 克治
篠原 孝臣

菊川市下平川1833-１
℡0537-75-0201

宮城 憲文

菊川市東横地1632

村田 英之
℡0537-35-2135

他

菊川市家庭医療センター

菊川市赤土1055-１
℡0537-73-2267

津田 司

阿部医院

御前崎市池新田3543
℡0537-86-7001

阿部 裕和

小野澤医院

御前崎市佐倉1238
℡0537-86-8070

池新田クリニック

御前崎市池新田2961-33
℡0537-85-1190

市立御前崎総合病院

御前崎市池新田2060
℡0537-86-8511

青葉こどもクリニック

袋井市高尾1780
℡0538-41-0852

小野澤 守文
小川 貴史
大橋 弘幸
他
伊藤 政孝

いしづか小児科・内科クリニック

袋井市上山梨３丁目14-２
℡0538-49-2099

石塚 了士

城所医院

袋井市広岡1463-２
℡0538-44-2323

城所 龍一

とりい痛みのクリニック

袋井市久能1971-４
℡0538-45-1777

鳥居 英文

永田内科・消化器科医院
三木小児科医院
溝口ファミリークリニック

袋井市川井856-９
℡0538-43-2355
袋井市泉町１丁目７-５
℡0538-43-3797
袋井市浅岡45-１
℡0538-23-8300

永田 成治
三木 純
溝口 哲弘

諸井医院

袋井市堀越３丁目８-５
℡0538-43-8611

諸井 進一郎

野草こども診療所

袋井市久能2855-１
℡0538-48-5515

石垣 清水

松ヶ谷診療所

周智郡森町円田松ヶ谷1297-１
℡0538-85-1810

油谷 幸夫

天竜こども医院

浜松市天竜区二俣町阿蔵137-１
℡053-925-3633

太田 邦明

白梅豊岡病院

磐田市下神増185-19
℡0539-62-1600

中川 祐一

公立森町病院

周智郡森町草ヶ谷391-１
℡0538-85-2181

中村 昌樹

森町家庭医療クリニック

周智郡森町草ヶ谷387-１
℡0538-85-3862

堀江 典克

総合病院聖隷浜松病院

浜松市中区住吉２丁目12-12
℡053-474-2222

鳥居 裕一

浜松医科大学医学部付属病院

浜松市東区半田山１丁目20-１
℡053-435-2111

松山 幸弘

他
他
他
他
他

宮内診療所

御前崎市宮内266-5
℡0537-85-7811

川口 知史

