
ＨＰＶ感染症キャッチアップ接種実施医療機関名簿（R4.12.1現在）

医療機関名 カナ 小学校区 所在地 電話

64 上川ペインクリニック ｶﾐｶﾜﾍﾟｲﾝｸﾘﾆｯｸ 白鷺 姫路市本町239番地ｻﾝﾜﾌﾟﾗｻﾞ大手前通1階 079-280-1192

101 Kobaレディースクリニック ｺﾊﾞﾚﾃﾞｨｰｽｸﾘﾆｯｸ 白鷺 姫路市北条口2丁目18宮本ﾋﾞﾙ1階 079-223-4924

198 西川内科医院 ﾆｼｶﾜﾅｲｶｲｲﾝ 白鷺 姫路市南町5番ﾓﾙﾃｨひめじ 079-282-2272

199 西川レディースクリニック ﾆｼｶﾜﾚﾃﾞｨｰｽｸﾘﾆｯｸ白鷺 姫路市駅前町188番地1ﾋﾟｵﾚ姫路本館6階 079-284-7177

233 姫路の森レディースクリニック ﾋﾒｼﾞﾉﾓﾘﾚﾃﾞｨｰｽｸﾘﾆｯｸ白鷺 姫路市駅前町271番地姫路駅前ﾒﾃﾞｨｶﾙｶﾞｰﾃﾞﾝ2階 079-289-5232

314 わたまちキッズクリニック ﾜﾀﾏﾁｷｯｽﾞｸﾘﾆｯｸ 白鷺 姫路市綿町83わたまちこどもビルディング2階 079-221-8822

204 野里門クリニック ﾉｻﾞﾄﾓﾝｸﾘﾆｯｸ 野里 姫路市坊主町1 079-225-1234

274 水野内科医院 ﾐｽﾞﾉﾅｲｶｲｲﾝ 野里 姫路市坊主町55 079-224-2510

2 阿佐美内科医院 ｱｻﾐﾅｲｶｲｲﾝ 東 姫路市城見町72 079-222-1512

115 ジェイレディースクリニック ｼﾞｪｲﾚﾃﾞｨｰｽｸﾘﾆｯｸ 東 姫路市日出町3丁目38-1東姫路駅前メディカルプラザ２階 079-221-5107

197 西川産婦人科 ﾆｼｶﾜｻﾝﾌｼﾞﾝｶ 花田 姫路市花田町一本松165-1 079-253-2195

50 小国病院 ｵｸﾞﾆﾋﾞｮｳｲﾝ 城陽 姫路市南条2丁目23 079-284-0381

89 くろえもくもくクリニック ｸﾛｴﾓｸﾓｸｸﾘﾆｯｸ 城陽 姫路市北条梅原町225 079-222-2201

122 じむらクリニック ｼﾞﾑﾗｸﾘﾆｯｸ 城陽 姫路市阿保甲53-1 079-221-7307

305 やまゆりファミリーくりにっく ﾔﾏﾕﾘﾌｧﾐﾘｰｸﾘﾆｯｸ城陽 姫路市北条梅原町1300-3 079-221-7155

10 いくはし女性クリニック ｲｸﾊｼｼﾞｮｾｲｸﾘﾆｯｸ 手柄 姫路市手柄2丁目1番1 079-234-3080

283 三和内科医院 ﾐﾜﾅｲｶｲｲﾝ 手柄 姫路市東延末5丁目86 079-226-0606

24 井上内科医院 ｲﾉｳｴﾅｲｶｲｲﾝ 船場 姫路市博労町77 079-293-7745

100 木花クリニック ｺﾉﾊﾅｸﾘﾆｯｸ 船場 姫路市南今宿3-6 079-294-2150

271 みこ皮膚科クリニック ﾐｺﾋﾌｶｸﾘﾆｯｸ 船場 姫路市南今宿2-39 079-298-1535

72 北野小児科クリニック ｷﾀﾉｼｮｳﾆｶｸﾘﾆｯｸ 荒川 姫路市岡田73-1 079-299-7227

162 出口産婦人科 ﾃﾞｸﾞﾁｻﾝﾌｼﾞﾝｶ 荒川 姫路市西庄384-1 079-292-0030

252 藤原小児科クリニック ﾌｼﾞﾜﾗｼｮｳﾆｶｸﾘﾆｯｸ荒川 姫路市玉手1丁目193-2 079-233-6650

67 河原レディースクリニック ｶﾜﾊﾗﾚﾃﾞｨｰｽｸﾘﾆｯｸ高岡 姫路市神子岡前4-1-3 079-299-3622

23 井上産婦人科医院 ｲﾉｳｴｻﾝﾌｼﾞﾝｶｲｲﾝ 安室 姫路市御立西1丁目16番11号 079-293-1339

65 かりの小児科 ｶﾘﾉｼｮｳﾆｶ 安室 姫路市御立中4丁目7番3号 079-298-0557

91 くろさか小児科アレルギー科 ｸﾛｻｶｼｮｳﾆｶｱﾚﾙｷﾞｰｶ安室 姫路市辻井7丁目411-16 079-292-1551

109 さだとうクリニック ｻﾀﾞﾄｳｸﾘﾆｯｸ 安室 姫路市御立中2丁目12番10号 079-291-1171

157 塚本内科循環器科 ﾂｶﾓﾄﾅｲｶｼﾞｭﾝｶﾝｷｶ安室 姫路市田寺3丁目11番23号 079-295-6161

21 井上クリニック ｲﾉｳｴｸﾘﾆｯｸ 城西 姫路市龍野町2丁目16番地 079-295-3111

159 辻井はやし内科 ﾂｼﾞｲﾊﾔｼﾅｲｶ 城西 姫路市東辻井2丁目8-34 079-296-8110

8 五百井小児科 ｲｵｲｼｮｳﾆｶ 城北 姫路市城北本町5-25 079-281-2588

29 上田クリニック ｳｴﾀﾞｸﾘﾆｯｸ 城北 姫路市伊伝居612-1 079-221-5666

61 金澤小児科医院 ｶﾅｻﾞﾜｼｮｳﾆｶｲｲﾝ 城北 姫路市伊伝居29-11 079-223-1515

68 神頭医院 ｶﾝﾄｳｲｲﾝ 城北 姫路市城北本町16-14 079-285-1119

238 平田医院 ﾋﾗﾀｲｲﾝ 城北 姫路市八代富士才町740-3 079-222-1066

85 倉橋内科医院 ｸﾗﾊｼﾅｲｶｲｲﾝ 広峰 姫路市北平野南の町16番地31号 079-224-0055

52 奥山クリニック ｵｸﾔﾏｸﾘﾆｯｸ 水上 姫路市保城491-1 079-289-1123

203 野里ファミリークリニック ﾉｻﾞﾄﾌｧﾐﾘｰｸﾘﾆｯｸ 水上 姫路市野里176-6 079-262-6700

30 上原小児クリニック ｳｴﾊﾗｼｮｳﾆｸﾘﾆｯｸ 砥堀 姫路市砥堀1010 079-265-3770

39 おおたレディースクリニック ｵｵﾀﾚﾃﾞｨｰｽｸﾘﾆｯｸ 砥堀 姫路市砥堀229-1 079-265-5335

227 姫路聖マリア病院 ﾋﾒｼﾞｾｲﾏﾘｱﾋﾞｮｳｲﾝ 砥堀 姫路市仁豊野650 079-265-5111

74 吉川内科医院 ｷｯｶﾜﾅｲｶｲｲﾝ 安室東 姫路市辻井7丁目14番13号 079-296-4138

170 土井クリニック ﾄﾞｲｸﾘﾆｯｸ 安室東 姫路市辻井6丁目17-3 079-297-6660
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38 太田産婦人科医院 ｵｵﾀｻﾝﾌｼﾞﾝｶｲｲﾝ 高岡西 姫路市西今宿2丁目2-10 079-293-3188

209 八家病院 ﾊｯｶﾋﾞｮｳｲﾝ 高岡西 姫路市西今宿2丁目9-50 079-298-1731

228 姫路赤十字病院 ﾋﾒｼﾞｾｷｼﾞｭｳｼﾞﾋﾞｮｳｲﾝ高岡西 姫路市下手野1丁目12番1号 079-294-2251

79 木村病院 ｷﾑﾗﾋﾞｮｳｲﾝ 城乾 姫路市南八代町5-3 079-296-1115

148 たまきファミリークリニック ﾀﾏｷﾌｧﾐﾘｰｸﾘﾆｯｸ 城乾 姫路市新在家本町1丁目3-5 079-228-8550

142 高見医院 ﾀｶﾐｲｲﾝ 増位 姫路市白国1丁目17-15 079-224-6750

183 中林産婦人科クリニック ﾅｶﾊﾞﾔｼｻﾝﾌｼﾞﾝｶｸﾘﾆｯｸ増位 姫路市白国1丁目3-30 079-282-6581

247 藤井内科クリニック ﾌｼﾞｲﾅｲｶｸﾘﾆｯｸ 増位 姫路市増位本町1丁目7番14号 079-224-1106

263 松浦診療所 ﾏﾂｳﾗｼﾝﾘｮｳｼｮ 置塩 姫路市夢前町宮置232-7 079-335-0140

171 どいこどもクリニック ﾄﾞｲｺﾄﾞﾓｸﾘﾆｯｸ 御国野 姫路市御国野町国分寺828 079-252-5508

210 花房内科・消化器科 ﾊﾅﾌｻﾅｲｶｼｮｳｶｷｶ御国野 姫路市御国野町国分寺649-8 079-251-0717

229 姫路第一病院 ﾋﾒｼﾞﾀﾞｲｲﾁﾋﾞｮｳｲﾝ御国野 姫路市御国野町国分寺143 079-252-0581

143 瀧谷内科医院 ﾀｷﾀﾆﾅｲｶｲｲﾝ 曽左 姫路市菅生台1 079-266-2353

149 段医院 ﾀﾞﾝｲｲﾝ 林田 姫路市林田町林田20 079-261-2006

282 三輪小児科 ﾐﾜｼｮｳﾆｶ 青山 姫路市青山北3丁目18番8号 079-267-0381

144 竹村整形外科医院 ﾀｹﾑﾗｾｲｹｲｹﾞｶｲｲﾝ香呂 姫路市香寺町中仁野257-2 079-232-1059

195 西門内科 ﾆｼｶﾄﾞﾅｲｶ 香呂 姫路市香寺町田野1014-2 079-232-6969

215 早野小児科 ﾊﾔﾉｼｮｳﾆｶ 香呂 姫路市香寺町香呂77-1 079-232-7551

220 日並内科外科医院 ﾋﾅﾐﾅｲｶｹﾞｶｲｲﾝ 香呂 姫路市香寺町犬飼502 079-232-1730

294 安富診療所 ﾔｽﾄﾐｼﾝﾘｮｳｼｮ 安富南 姫路市安富町安志1135-1 0790-66-2387

120 清水医院 ｼﾐｽﾞｲｲﾝ 飾磨 姫路市飾磨区天神9 079-235-0069

180 中谷病院 ﾅｶﾀﾆﾋﾞｮｳｲﾝ 飾磨 姫路市飾磨区細江2501番地 079-235-5566

249 藤戸内科 ﾌｼﾞﾄﾅｲｶ 飾磨 姫路市飾磨区恵美酒213-7 079-234-2666

121 清水小児科 ｼﾐｽﾞｼｮｳﾆｶ 津田 姫路市飾磨区加茂246番7 079-233-0432

146 立岩産婦人科医院 ﾀﾃｲﾜｻﾝﾌｼﾞﾝｶ 津田 姫路市飾磨区構4丁目189 079-234-3000

164 てらおクリニック ﾃﾗｵｸﾘﾆｯｸ 津田 姫路市飾磨区構2丁目202 079-243-0114

55 親とこどものクリニック ohana ｵﾔﾄｺﾄﾞﾓﾉｸﾘﾆｯｸ ｵﾊﾅ英賀保 姫路市飾磨区英賀清水町1丁目32番 079-230-0873

77 木村内科 ｷﾑﾗﾅｲｶ 英賀保 姫路市飾磨区城南町1丁目67-1 079-237-3000

42 岡こどもクリニック ｵｶｺﾄﾞﾓｸﾘﾆｯｸ 高浜 姫路市飾磨区阿成植木825 079-243-0373

260 真浦クリニック ﾏｳﾗｸﾘﾆｯｸ 家島 姫路市家島町真浦字片山2379-1 079-325-0995

226 姫路市立ぼうぜ医院 ﾋﾒｼﾞｼﾘﾂﾎﾞｳｾﾞｲｲﾝ 坊勢 姫路市家島町坊勢702番地238 079-326-0253

16 石橋内科 ｲｼﾊﾞｼﾅｲｶ 広畑 姫路市広畑区東新町1-29 079-237-1484

46 岡藤小児科医院 ｵｶﾌｼﾞｼｮｳﾆｶｲｲﾝ 広畑 姫路市広畑区正門通2丁目9-9 079-236-1669

253 船越内科クリニック ﾌﾅｺｼﾅｲｶｸﾘﾆｯｸ 広畑 姫路市広畑区正門通2丁目9-10 079-230-0707

17 石橋内科広畑センチュリー病院 ｲｼﾊﾞｼﾅｲｶﾋﾛﾊﾀｾﾝﾁｭﾘｰﾋﾞｮｳｲﾝ広畑第二 姫路市広畑区正門通4丁目2-1 079-230-0800

312 和田産婦人科 ﾜﾀﾞｻﾝﾌｼﾞﾝｶ 広畑第二 姫路市広畑区才820 079-236-2313

87 くるす医院 ｸﾙｽｲｲﾝ 八幡 姫路市広畑区西蒲田37-1 079-236-3700

206 野間こどもクリニック ﾉﾏｺﾄﾞﾓｸﾘﾆｯｸ 大津 姫路市大津区天満189-2 079-230-0015

131 親愛産婦人科 ｼﾝｱｲｻﾝﾌｼﾞﾝｶ 網干 姫路市網干区垣内中町260番地 079-271-6666

167 転馬こどもの診療所 ﾃﾝﾏｺﾄﾞﾓﾉｼﾝﾘｮｳｼｮ網干 姫路市網干区垣内東町132番地 079-274-0270

4 網干駅前味木クリニック ｱｼﾞｷｸﾘﾆｯｸ 旭陽 姫路市網干区和久462-5 079-274-4114

278 美野内科医院 ﾐﾉﾅｲｶｲｲﾝ 勝原 姫路市勝原区丁98-7 079-274-0600

307 よしかた内科クリニック ﾖｼｶﾀﾅｲｶｸﾘﾆｯｸ 勝原 姫路市勝原区山戸120-2 079-271-4815

242 ファミリークリニックあぼし ﾌｧﾐﾘｰｸﾘﾆｯｸｱﾎﾞｼ 余部 姫路市余部区下余部字川原362番地1 079-271-3001
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182 中野診療所 ﾅｶﾉｼﾝﾘｮｳｼｮ 白浜 姫路市白浜町甲2138 079-246-0501

208 はちわかこどもクリニック ﾊﾁﾜｶｺﾄﾞﾓｸﾘﾆｯｸ 白浜 姫路市白浜町神田2丁目95-2 079-245-2171

19 いそかわキッズクリニック ｲｿｶﾜｷｯｽﾞｸﾘﾆｯｸ 八木 姫路市木場前七反町61番地 079-246-3243

105 近藤内科医院 ｺﾝﾄﾞｳﾅｲｶｲｲﾝ 糸引 姫路市東山251 079-247-3111

168 土井医院 ﾄﾞｲｲｲﾝ 的形 姫路市的形町的形1761-20 079-254-0732

26 井野病院 ｲﾉﾋﾞｮｳｲﾝ 大塩 姫路市大塩町汐咲1丁目27 079-254-5553

285 メンタルクリニック心和 ﾒﾝﾀﾙｸﾘﾆｯｸｼﾝﾜ 大塩 姫路市大塩町292番地39 079-240-7080
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