
※予約が必要です。

医療機関名 所在地（住所） 電話番号 医療機関名 所在地（住所） 電話番号

あ 相川記念病院 大町２条１４丁目９２番地２０ 51-3421 お 大山内科医院 東光７条６丁目１番１６号 33-7676

あおぞらクリニック 東光９条６丁目１番１３号 33-8600 丘のうえこどもクリニック 緑が丘南１条２丁目３番地１３ 66-6006

あけぼの循環器科内科クリニック 曙１条5丁目１番１号 25-2102 か 神楽岡医院 神楽岡５条６丁目４番１６号 66-3003

あけ美肌クリニック 宮下通９丁目たまメディカルビル２階 23-7101 神楽岡泌尿器科 神楽岡５条５丁目１－２５ 60-8580

旭川医科大学病院 緑が丘東２条１丁目１番１号 65-2111 神楽神経科内科医院 神楽３条２丁目３番５号 62-3311

旭川医療センター 花咲町７丁目４０４８番地 51-3161 かねた皮膚科クリニック ４条通１０丁目２２３３－２ 23-2737

旭川圭泉会病院 東旭川町下兵村２５２番地 36-1559 株本整形外科医院 川端町６条１０丁目３８６８番地６３ 53-1116

旭川厚生病院 １条通２４丁目１１１番地３ 33-7171 かむいクリニック 神居３条１７－３－７ 76-7407

旭川三愛病院 永山４条６丁目３番２４号 47-6666 かむい耳鼻咽喉科クリニック 神居２条１０丁目 61-3551

旭川十条病院 ９条通２１丁目２番８号 35-2111 神居やわらぎ泌尿器科 神居３条９丁目１番３号 63-2225

旭川消化器肛門クリニック 末広東１条３丁目１番６号 54-1788 唐沢病院 ４条通９丁目左８号 23-3165

旭川神経内科クリニック 春光４条９丁目９番２２号 46-8511 き 北彩都病院 宮下通９丁目２番１号 26-6411

旭川赤十字病院 曙１条１丁目１番１号 22-8111 銀座通内科クリニック ３条通１５丁目左１号　銀ビル２階 24-2233

旭川高砂台病院 高砂台１丁目１番２２号 61-5700 く くにもと病院 ４条通５丁目右１号 25-2241

旭川脳神経外科循環器内科病院 １０条通２１丁目２番１１号 33-2311 くまいクリニック 宮下通９丁目緑橋通りたまメディカルビル３階 24-8733

旭川泌尿器科クリニック 末広１条４丁目１－３ 53-7007 グリート永山循環器・むくみクリニック 永山７条４丁目２番１号 47-3838

旭川ペインクリニック病院 ４条通１７丁目１５５３番地 22-2003 クリスタル橋内科クリニック １条通６丁目７８番地１クリスタルビル２階・３階 22-9600

旭川南病院 神楽岡１４条７丁目１番１号 65-2220 け Keiクリニック ４条西４丁目２番１６号 25-0115

旭川リハビリテーション病院 緑が丘東１条１丁目１番１号 65-0101 こ 呼吸器内科・内科とおるクリニック 豊岡２条７丁目４番１２号 38-8088

あさひまちクリニック 旭町２条４丁目１２－２１７ 51-3330 さ 佐久間病院 ５条通７丁目左７号 22-1111

い いいだメンタルペインクリニック 宮下通９丁目２－１７ツルハビルディング２Ｆ 21-7011 サクラ咲くクリニック 宮前１条４丁目１２番３４号 39-3488

五十嵐クリニック 東鷹栖１条１丁目６３５番地１７４ 57-2120 さとう整形外科 東光３条３丁目３番１３号 32-6322

池田内科医院 末広１条５丁目１番２４号 52-1241 佐野病院 末広３条３丁目１番１５号 52-1177

石川内科 東光６条３丁目３番１１号 35-8811 サンビレッジクリニック 神居２条１８丁目１６番１６号 61-5500

いまだ耳鼻咽喉科 末広４条１丁目１番６号 53-3387 し しだ内科医院 旭町１条１５丁目２１４６番地 51-1717

今本内科医院 永山２条２０丁目７番１０号 48-2562 柴田医院 春光３条８丁目１０番２０号 51-3067

岩田医院 ４条通１３丁目右５号 23-2201 清水内科医院 １条通２５丁目４８９－１０８ 34-2617

いわはら整形外科クリニック 忠和４条５丁目４番２号 69-2330 春光腎クリニック 春光4条7丁目3番15号 74-7470

う うすき医院 神居２条１丁目１番１２号 63-1025 春光台クリニック 春光台４条３丁目１３番１７号 59-2828

お 及川医院 豊岡４条８丁目３番１号 35-2661 昭和通りメンタルクリニック ６条通７丁目３０－１エクセルＡ１ビル３階 76-6875

おうみや内科クリニック 東光１４条５丁目６番６号 39-3636 市立旭川病院 金星町１丁目１番６５号 24-3181

おおき内科クリニック 春光５条５丁目１番８号 51-5445 しんとみ内科クリニック 新富２条１丁目１番１４号 21-3600

おおしま内科 ４条西７丁目１番４号　嵯城ビル 24-3888 す 杉本こども・内科クリニック 永山７条５丁目１－６ 46-0003

大田内科消化器科クリニック 東旭川南１条１丁目２番７号 36-8338 鈴木内科クリニック 神居７条１２丁目１番２号 61-6663

大西病院 ４条通１１丁目右３号 26-2171 せ 整形外科進藤病院 ４条通１９丁目右６号 31-1221

大橋耳鼻咽喉科医院 ４条通１２丁目左８号 23-1770 整形外科内科吉田医院 ３条通９丁目５５１番地２ダイメックスビル１階 29-1021

◇旭川市内医療機関◇（市外局番：0166） ※以下は65歳以上の方が費用助成の対象となる医療機関です。窓口で1,510円をお支払いくだ
さい。（生活保護受給世帯の方は無料です。）

美瑛町立病院
（中町3丁目8番35号）

月～木（午前9時～11時、午後2時～4時）

６８-７１１１ ○1回あたり1,200円（※裏面参
照）

○ワクチンの入荷時期・在庫状況に
より接種開始時期および接種期間
は医療機関ごとに異なります。詳細
については各医療機関へお問い合
わせください。

金（午後2時～4時）

※接種後30分は副作用が出現する恐れがある
ため、院内で症状の有無を観察させていただき
ます。

美瑛循環器・内科
クリニック

（北町2丁目2番17号）

月・火・水（午前9時～午後4時30分）

６８-７７１１

（※例年1月中旬頃に終了）

木（午前9時～午前11時30分）

＜火曜：午後2時～3時まで休診＞

※予約が必要です。

令和４年１２月２６日　時点

◇町内医療機関◇（市外局番：0166） ※町内の医療機関では妊婦・就学前の乳幼児の接種は行っていません。

医療機関名（住所） 接種時間等 電話番号
助成対象・留意事項

小・中学生・高校生・65歳以上の方

令和４年度美瑛町インフルエンザ予防接種費用助成医療機関一覧(五十音順)



医療機関名 所在地（住所） 電話番号 医療機関名 所在地（住所） 電話番号

そ 十川眼科 緑が丘東３条１丁目１２－１８ 76-6651 に にしうら循環器内科クリニック 永山７条５丁目９番９号 74-6432

た 大雪病院 永山３条７丁目１番５号 48-6661 錦町おおしま耳鼻咽喉科 錦町１５丁目２９０３番地２０ 50-3387

高木小児科医院 ３条通２丁目右１号 22-7831 にしきまち通りクリニック 錦町１６丁目２６６１番８ 46-8100

髙桑整形外科一条クリニック １条通１４丁目１０９－１ 23-2029 ぬ 沼﨑病院 ８条通８丁目４３番地 23-2090

髙桑整形外科永山クリニック 永山３条１１丁目 48-5276 の のなか気管食道耳鼻咽喉科 神楽５条１３丁目１－６ 60-3333

たかはし耳鼻咽喉科･アレルギー科クリニック 宮下通７丁目旭川駅前ビル４階 23-4133 のむらひふ科耳鼻咽喉科甲状腺クリニック 緑が丘東3条1丁目12-25 旭川メディカルヴィレッジ内 60-8712

たかはし整形外科クリニック 末広３条３丁目４－１０ 52-7200 は 博愛内科クリニック 永山２条１６丁目５番１１号 48-5111

滝山内科医院 神居２条１２丁目２番１３号 61-0988 はしづめクリニック 豊岡９条７丁目２番４号 38-3210

たちばなクリニック 錦町１５丁目２９０３番地２１ 55-2240 林医院 東旭川南１条５丁目８番２０号 36-1021

だてクリニック 曙１条５丁目１番２号 22-1515 はやし内科胃腸科小児科医院 豊岡１３条５丁目１番３号 33-2277

ち 忠和クリニック 忠和５条６丁目１７番地８号 69-2500 はらだ病院 １条通１６丁目右７号 23-2780

長南クリニック 東５条６丁目４番８号 24-4494 パワーズ内科胃腸科クリニック 永山１１条４丁目１１９番５１ 46-1919

千代田クリニック 東光１条６丁目２番３号 31-7821 ひ 東旭川クリニック 東旭川北１条６丁目６番５号 36-1077

つ 土田こどもクリニック 旭町２条１０丁目１２８－５０ 55-0202 東旭川病院 東旭川町下兵村２５４番５ 36-2240

坪倉循環器科内科クリニック ３条通３丁目左６号 22-6515 ひしやま外科皮膚科クリニック 東光８条１０丁目１番９号 35-8888

て 寺澤内科・胃腸科クリニック 忠和４条６丁目３番８号 60-3855 平澤循環器・内科クリニック １条通２３丁目１１１番地３７ 33-2700

寺島耳鼻咽喉科医院 ４条通１９丁目右１号 33-6051 ふ フクダクリニック 末広５条７丁目１番１号 57-8810

と 東光クリニック 東光９条３丁目１番１４号 37-4800 藤井病院 旭町１条３丁目８４１－１３８ 51-1411

東光やわらぎ泌尿器科 東光３条６丁目１番１号 37-0300 ほ 北星ファミリークリニック 錦町１９丁目２１６６番地 53-0011

道北勤医協旭川医院 神楽３条４丁目２番４号 61-1117 ま 真口内科小児科医院 緑町１７丁目２１４８番地４８ 54-1221

道北勤医協一条クリニック 東光１条１丁目１番１６号 34-1136 まつい内科クリニック 緑が丘３条３丁目１番６号 65-1629

道北勤医協一条通病院 東光１条１丁目１番１７号 34-2111 松本呼吸器・内科クリニック 末広１条１０丁目１番２５号 76-6167

道北勤医協ながやま医院 永山５条１１丁目２番２０号 46-2211 み みうら小児科クリニック 神居３条１０丁目１番３号 60-1313

とくひろ整形外科クリニック 豊岡１４条７丁目４－５ 37-8822 三上神経科内科クリニック 旭町２条６丁目１２番地オ－クヒルズ２・６　１階 54-8121

とびせ小児科内科医院 末広２条１丁目１番１２号 52-0111 緑が丘クリニック 緑が丘東４条１丁目３番１５号 66-2002

都丸内科クリニック 永山７条１０丁目１番１号 46-0038 みやざき内科小児科クリニック 末広東１条１丁目２番５号 54-7171

豊岡産科婦人科医院 豊岡４条１丁目１番１０号 31-6801 も もとまち皮ふ科クリニック 本町３丁目４３７番地３５ 55-4112

豊岡小児クリニック 豊岡８条４丁目７番１８号 35-3303 もみの木アレルギー科こども医院 東光１７条９丁目１番１３号 35-6761

豊岡中央病院 豊岡７条２丁目１番５号 32-8181 森本内科医院 ４条通１６丁目右８号 23-5732

豊岡内科整形外科クリニック 豊岡３条６丁目１７６番地１０７ 35-0561 森山病院 宮前２条１丁目１番６号 45-2020

な 内科循環器科はやしクリニック 神居３条５丁目１番１号 61-3414 森山メモリアル病院 旭町２条１丁目３１番地 55-2000

中島病院 ４条通１６丁目１１５２番地 24-1211 や やすらぎ園診療所 春光台４条１１丁目５２４４番地 54-5222

中根耳鼻咽喉科医院 末広東１条２丁目２番６号 55-8736 やまがた内科クリニック 豊岡４条６丁目１１番５号 32-3461

ながのクリニック 東光１１条３丁目３番６号 39-1154 やまきた内科 緑が丘東3条1丁目12-19 73-7075

なかの呼吸器科内科クリニック １条通１８丁目１８９番地１ 34-1159 山下内科・循環器科クリニック 神楽岡６条５丁目２番１号 66-1800

なかむら耳鼻咽喉科医院 東光１３条２丁目１番２２号 33-3387 やまもとこどもクリニック 神居２条２１丁目９１番地１ 60-4976

なかむら整形外科クリニック 永山７条１６丁目２－１７ 49-5777 よ 吉田病院 ４条西４丁目１番２号 25-1115

永山池田クリニック 永山３条２２丁目３番５号 40-1230 吉野耳鼻咽喉科 末広６条４丁目１番４号 55-1000

ながやま一番通りクリニック 永山７条１０丁目２－１ 49-1771 四条はらだ医院 ４条１８丁目右10号 32-1810

ながやまキッズファミリークリニック 永山３条１３丁目１番１９号 49-7770 り リバータウンクリニック 旭神２条３丁目６番２５号 66-0766

永山腎泌尿器科クリニック 永山２条７丁目６０番 46-5500 わ 若山クリニック 旭町２条１３丁目２９７－９ 51-3686

永山内科・呼吸器内科クリニック 永山４条１０丁目２－１６ 46-5511 脇坂内科医院 東光６条２丁目１番３号 39-3900

永山ペインクリニック 永山３条４丁目３番１号六然館１階 49-2775 和田産婦人科医院 ４条通１５丁目右８号 23-3521

◇富良野市・上富良野町・中富良野町・南富良野町内医療機関◇（市外局番：0167）

医療機関名 所在地（住所） 電話番号 医療機関名 所在地（住所） 電話番号

う 内海内科クリニック 富良野市弥生町６番３１号 39-1133 ふ 富良野協会病院 富良野市住吉町１番３０号 23-2181

お 小野沢整形外科 上富良野町南町２丁目１０５４－３０１ 39-4177 ふらの消化器・内科クリニック 富良野市幸町９番１２号 56-7058

か かとう整形外科クリニック 富良野市本町６番８号 22-3795 ふらの西病院 富良野市桂木町２番７７号 23-6600

かわむら整形外科医院 富良野市末広町６番２０号 22-4341 ふらの皮フ科 富良野市住吉町３番３３号 22-0208

き 北の峰病院 富良野市中御料２０６２番地 22-2011 み 南富良野町立幾寅診療所 南富良野町字幾寅６１７－４７ 52-2414

け けん三のことば館クリニック 南富良野町字幾寅６１７－２２ 52-2424 南富良野町立落合診療所 南富良野町字落合２８３ 53-2416

し 渋江医院 上富良野町栄町２丁目２番５号 45-2013 南富良野町立金山診療所 南富良野町字金山４３０－１ 54-2301

な 中富良野町立病院 中富良野町西町３番２５号 44-2020 わ 渡部医院 富良野市本町１番１０号 22-2025

は はやし耳鼻咽喉科クリニック 富良野市瑞穂町１番１号 23-8733

◇旭川市内医療機関◇（市外局番：0166） ※以下は65歳以上の方が費用助成の対象となる医療機関です。窓口で1,510円をお支払いくだ
さい。（生活保護受給世帯の方は無料です。）

令和４年１２月２６日　時点


