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あおい病院 荒牧6-14-2 778-8110 なかじま内科ｸﾘﾆｯｸ 昆陽東1-2-7-2F 777-8840 神津 梅谷内科ｸﾘﾆｯｸ 森本2-264-14 778-1600

伊丹天神川病院 北野6-38 781-5577 古林ｸﾘﾆｯｸ 昆陽7-100-1 784-9512 いちやま整形外科 梅ノ木2-3-30 770-7855

いたみバラ診療所 荒牧6-16-2 781-8928 山崎こどもｸﾘﾆｯｸ 千僧6-103-7 770-7330 太田外科診療所 南本町4-2-10 772-1398

佐藤耳鼻咽喉科 北野2-98-2F 783-8007 伊丹せいふう病院 鋳物師5-79 778-0500 大歳医院 柏木町2-77 772-3750

進藤医院 北野1-15 781-1591 稲垣ｸﾘﾆｯｸ 瑞穂町6-44 780-0017 佐々木内科 稲野町3-23 772-2821

ただ内科小児科ｸﾘﾆｯｸ 荒牧6-28-8 778-6150 中島内科 瑞穂町5-6 778-1238 二宮内科ｸﾘﾆｯｸ 梅ノ木4-6-22 771-6505

中川ｸﾘﾆｯｸ 荒牧6-28-9 787-6966 古川医院 緑ヶ丘6-23 782-0778 平生診療所 梅ノ木6-3-8 772-8118

林小児科内科 荒牧南4-1-72 777-8843 みずほﾚﾃﾞｨｰｽｸﾘﾆｯｸ 瑞穂町5-72 778-4103 本田医院 御願塚1-5-20 772-6294

みやそう病院 北野2-113-3 777-1351 吉田医院 瑞穂町2-57 782-3034 南本町クリニック 南本町7-1-15-1F 770-0300

伊丹大野診療所 大野1-3-2 777-7001 大前医院 高台1-157-7 782-3310 山川医院 柏木町1-102 772-4679

大森ｸﾘﾆｯｸ 荻野4-33-2 782-9388 小川医院 春日丘4-53 782-2395 吉江胃腸科外科 稲野町1-111 775-1176
阪神ﾘﾊﾋﾞﾘﾃｰｼｮﾝ病院(入院のみ) 大野1-59-3 783-3388 中山ｸﾘﾆｯｸ 北伊丹8-251-1 775-5777 わたらい医院 平松4-1-24 772-1166

伊丹ガーデンズｸﾘﾆｯｸ 鴻池6-22-21  770-6940 いくしま内科ｸﾘﾆｯｸ 中央3-2-6-3F 772-7111 桂外科 御願塚7-5-7 772-4700

大木医院 鴻池3-4-3 785-7055 いけざわレディースｸﾘﾆｯｸ 西台1-2-11 777-8184 立山内科医院 鈴原町8-67 781-1801

つるた内科ｸﾘﾆｯｸ 鴻池4-1-10-2F 744-3553 いたみホームｸﾘﾆｯｸ 西台1-1-1-5F 770-2525 谷口耳鼻咽喉科医院 鈴原町9-388 779-4851

山川内科 鴻池5-8-1 787-6682 おじまｸﾘﾆｯｸ 宮ノ前1-4-6 773-5091 はなだ脳神経外科ｸﾘﾆｯｸ 行基町2-97-1 770-5650

愛正透析ｸﾘﾆｯｸ 中野北3-8-14 773-7160 小山医院 桜ケ丘7-1-7 784-2536 宮崎ｸﾘﾆｯｸ 鈴原町4-4-1 777-0045
いしかわ整形在宅ｸﾘﾆｯｸ 中野西3-1-1-106 779-6300 賀来医院 中央1-4-13 772-0015 森口整形外科 鈴原町1-9-3 775-3388

いぬいこどもｸﾘﾆｯｸ 中野北3-6-6 771-7848 柴本内科循環器科 西台3-1-4 773-3237 金島医院 昆陽南3-5-10 783-0820

井上整形外科 西野1-75 777-3212 星優ｸﾘﾆｯｸ 桜ケ丘1-3-23 775-3006 木下内科診療所 昆陽東4-13-4 783-3990

大橋ｸﾘﾆｯｸ 西野3-258 780-6399 竹中内科 西台2-3-12 770-3321 原内科医院 昆陽東4-1-22 777-6831

ｸﾘﾆｯｸ内藤 中野西2-207 777-7700 常岡病院 行基町2-5 772-0531 いしかわ整形外科 山田2-3-23 777-3775

毛野内科循環器科 西野2-23 785-7123 どうファミリーｸﾘﾆｯｸ 西台3-7-7-2F 777-8118 周川循環器内科医院 山田6-5-50 743-1228

竹内ｸﾘﾆｯｸ 中野東3-111 773-0315 中村ｸﾘﾆｯｸ 中央3—1—25 778—1097 外村医院 野間北2-1-7 782-3638

辰己こどもｸﾘﾆｯｸ 中野東3-82 772-0536 成山・池内ｸﾘﾆｯｸ 西台1-1-1-5F 781-7060 祐生病院 山田5-3-13 777-3000

林医院 中野西3-131 781-8555 ふじお皮フ科 西台3-2-18 778-4112 よねだ内科ｸﾘﾆｯｸ 山田2-2-25-3 744-3781

まえの耳鼻咽喉科 中野北3-6-6 771-3387 船井泌尿器科医院 中央1-5-18-5F 775-1510 池田ｸﾘﾆｯｸ 車塚1-32-7 783-3480
やまもとクリニック泌尿器科 西野1-81 778-7731 みずほﾚﾃﾞｨｰｽｸﾘﾆｯｸ伊丹駅前 中央1-4-2-4F 785-2202 片山内科ｸﾘﾆｯｸ 野間1-8-12 783-7000

はばらｸﾘﾆｯｸ 池尻4-9-14-1F 772-8027 安井内科ｸﾘﾆｯｸ 北本町1-154 782-2586 かわさき内科ｸﾘﾆｯｸ 野間5-12-8 781-5053
みつこウィメンズｸﾘﾆｯｸ 池尻4-9-14-2F 744-2334 やまだｸﾘﾆｯｸ 西台1-5-7 771-8778 近畿中央病院 車塚3-1 781-3712

青木医院 池尻1-26 781-0300 横石ｸﾘﾆｯｸ 中央2-5-22 771-8177 ごとう内科ｸﾘﾆｯｸ 南野北1-3-44 770-5600

伊藤ｸﾘﾆｯｸ 池尻1-169-1 780-1105 わき消化器内科・IBDｸﾘﾆｯｸ 西台1-1-1-5F 770-3300 とみなが内科ｸﾘﾆｯｸ 車塚2-84-2 777-3451

しまだこどもｸﾘﾆｯｸ 池尻1-202-2 775-0337 さかもと小児科ｱﾚﾙｷﾞｰ科 伊丹1-7-16-101 771-6116 ヒキタ医院 野間2-5-12 781-0113

たにみつ内科 池尻1-204-2 772-8888 東有岡ｸﾘﾆｯｸ 東有岡1-18-13 773-6070 松本循環器内科・外科 安堂寺町2-14 785-0330

よしだ整形外科 池尻1-202-2 772-5055 まえだペインｸﾘﾆｯｸ 伊丹1-10-14-2F 784-7767 むろさきｸﾘﾆｯｸ 野間1-8-12 770-6688

市立伊丹病院 昆陽池1-100 777-3773 安井外科形成外科皮膚科 伊丹1-13-54 778-1100 森内科医院 南野6-7-13 777-1455

ずし整形外科 昆陽東1-2-7-2F 779-3307 弓場医院 伊丹2-1-15 782-2022

巽医院 昆陽6-6 781-3456 和田ｸﾘﾆｯｸ 伊丹1-10-14-2F 771-8108

小学校区別に記載しています。上記の医療機関すべてよりお選びください。 必ず事前に医療機関へお問い合わせください。
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令和３年度　高齢者肺炎球菌感染症の定期予防接種実施医療機関一覧表
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