
URL： https://v-sys.mhlw.go.jp

2022年1月21日時点
町名 医療機関名 １・２回目 予約方法等

医療機関のホームページでWeb予約
https://airrsv.net/aobadai-5/calendar

赤坂町 神原病院 080-8241-5207（予約専用）
あけぼのペインクリニック 084-981-0515
ちかもり内科医院 084-920-2360
平田耳鼻咽喉科 〇 084-953-3387

旭町 上田耳鼻咽喉科 〇 084-920-0188（予約専用）
医療機関のホームページでWeb予約
http://www.i-iin.jp

伊勢丘 ふじもり医院 〇 084-947-1275
木村耳鼻咽喉科 〇 084-933-3817
和田胃腸科・皮膚科クリニック 〇 084-933-2710

内海町 内海町いちかわ診療所 〇 084-980-9099
医療機関のホームページでWeb予約
https://kobatake.or.jp

医療機関のホームページでWeb予約
https://airrsv.net/ekiya-sakura/calendar

長外科胃腸科医院 〇 084-972-6321
内藤クリニック 084-977-1070
山本クリニック 〇 080-8036-7343（予約専用）

医療機関のホームページでWeb予約
https://airrsv.net/horihp/calendar

医療機関のホームページでWeb予約
http://www.towakai.or.jp/

竹内耳鼻咽喉科 084-940-4666
卜部耳鼻咽喉科医院 〇 084-923-3287

医療機関のホームページでWeb予約
https://www.uruoikai.jp/

金江町 下永病院 〇 084-935-8811
せら医院 084-972-3355
向田内科医院 084-972-7757

川口町 みつふじ小児科 〇 084-953-0307
上田内科 084-963-5446
小川内科胃腸科 084-962-3883
亀川病院 084-966-0066
きぬた小児科 〇 084-962-5551
柴田内科 070-4467-7540（予約専用）
福山かた・ひざ・こしのクリニック 〇 084-967-5013
まが医院 〇 084-963-8811（予約専用）
やまてクリニック 084-962-2832
柚木外科医院 〇 084-963-1311
よしたかクリニック 084-963-6660

神辺町

〇

〇

福山市内でコロナワクチン（ファイザー社製）の３回目接種ができる医療機関一覧

●２０２１年（令和３年）１２月１日以降，３回目の接種ができる医療機関の一覧です。公表を希望された医療
　 機関のみ，町名五十音順で掲載
●「１・２回目」〇の医療機関は，１・２回目の接種もできます。

●予約可能な医療機関の空き状況などを，事前に国の専用サイト「コロナワクチンナビ」で確認の上，予約して
   ください。
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北吉津 ふじさわ内科 〇 084-925-1060
木之庄町 岩﨑整形外科 〇 070-1252-2421（予約専用）

小池病院 〇 084-944-8800（予約専用）
医療機関のホームページでWeb予約
http://www.tokumo.jp

福山光南クリニック 084-923-3724
昭和町 瀬尾胃腸科内科医院 〇 084-923-2738

住井内科 0847-40-3030
寺岡記念病院 080-1632-0115（予約専用）
島谷病院 〇 084-953-5511

医療機関のホームページでWeb予約
https://park.paa.jp/park2/clinics/1275/businesses/02

よしだレディースクリニック内科・小児科 084-954-4455
住吉町 セオ病院 〇 084-924-2233

さいきじんクリニック 0120-277741（予約専用）
福田内科小児科 〇 084-951-2201

大門町 いしおか医院 〇 084-946-5100
大黒町 三木耳鼻咽喉科医院 084-922-5533
高西町 田川内科医院 084-934-1330

医療機関のホームページでWeb予約
http://saito-cl.org/corona.html

クリニック和田 084-953-8292
医療機関のホームページでWeb予約
http://www.suwa-ortho.com/

田中メディカルクリニック 〇 084-925-3660
前原病院 084-925-1088（予約専用）

道三町 石藤クリニック 084-923-1903
德永医院 〇 090-7375-5050（予約専用）
藤井病院 〇 080-2923-7031（予約専用）

奈良津町 冨永内科医院 084-922-6139
今福内科クリニック 084-927-1101
市役所通りクリニック 084-932-6633
福山城西病院 〇 084-926-0606

西深津町 森近内科 084-927-4858
木下メディカルクリニック 〇 084-987-1252
倉田内科医院 084-988-0111
佐々木内科クリニック 〇 084-980-0333
高橋医院 〇 084-987-2345
常石医院 〇 084-987-0045
沼隈病院 〇 084-988-0502（予約専用）

医療機関のホームページでWeb予約
http://www.kanbe.or.jp/

古城クリニック 084-971-7335
医療機関のホームページでWeb予約
https://www.sanyo.or.jp/sanyo/

花園町 花園クリニック 〇 084-932-6303
東町 三宅会グッドライフ病院 084-923-0220

東川口町 石田内科・循環器科 〇 080-8120-7676（予約専用）
東手城町 耳鼻咽喉科　東手城医院 〇 084-983-3341
東深津町 井上病院 〇 084-982-6600（予約専用）

コム・クリニック佐藤 〇 084-941-0001
中村内科・小児科 084-941-2620
福山回生病院 090-2006-9746（予約専用）

藤江町 松山内科 〇 084-939-5560（予約専用）
船町 船町ふじおかクリニック 070-9003-1316（予約専用）

本郷町 石井内科 084-936-1111
本庄町 まつもりファミリークリニック 〇 084-973-0131

さいとう小児科

すわ整形外科スパインスポーツクリニック

神辺内科医院

新市町

光南町

新涯町

瀬戸町

多治米町

宝町

野上町

山陽病院

沼隈町

手城町

鞆町

西町

引野町

とくも胃腸科皮ふ科

日野内科小児科クリニック

〇

〇

〇

〇
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幕山台 上原医院 〇 084-948-2101
小川胃腸内科　産婦人科　医院 084-933-3356
佐藤脳神経外科 084-934-9911
進藤内科循環器科医院 〇 084-933-2240
西福山病院 〇 084-933-2110
はしもとじんクリニック 084-939-5552

松浜町 いそだ病院 084-922-3346
丸之内 坂田医院 〇 084-925-1337

藤本外科胃腸科肛門科クリニック 〇 084-927-1414
やすだクリニック 084-922-1511
板崎外科整形外科 084-923-1076
福山記念病院 〇 050-3777-9022（予約専用）
中村整形外科 084-926-8819（予約専用）

医療機関のホームページでWeb予約
http://www.mizunaga-reha.com

医療機関のホームページでWeb予約
https://miyazawa-naika.com

森田内科クリニック 084-940-5051
南手城町 こじょう内科 〇 084-932-7680
南本庄 寺岡整形外科病院 〇 084-923-0516

上野整形外科リハビリ科 084-920-5011
小林医院 084-956-1351
まつおか耳鼻咽喉科 〇 084-968-0187
向田医院 〇 084-956-0048

医療機関のホームページでWeb予約
https://airrsv.net/satoujibi-26/calendar

庵谷内科循環器科 〇 084-970-2022
岡本耳鼻咽喉科医院 〇 084-961-0017

医療機関のホームページでWeb予約
https://www.hirai.or.jp/

明神町 福山リハビリテーション病院 084-916-5500
医療機関のホームページでWeb予約
https://kurose.mdja.jp

赤木皮膚科泌尿器科 〇 084-925-4047
小池内科循環器科 084-922-3017
橘高内科小児科医院 〇 084-933-5227
柳津にしきおり眼科 084-933-7776（予約専用）

山手町 かたおか内科クリニック 090-9064-2111（予約専用）
横尾町 広畑内科・もり皮膚科 084-955-5005

松永町

南蔵王町

明治町

柳津町

水呑町

水永リハビリテーション病院

御門町

港町

佐藤耳鼻咽喉科医院御船町

平井外科胃腸科医院

黒瀬クリニック三吉町

御幸町

〇

〇

〇

〇

みやざわ内科
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