（公表に同意している医療機関を掲載）

京都府・京都市 風しん抗体検査実施 医療機関名簿
（R4.5.9現在）
医療機関名
芦原医院
あらき医院
安藤クリニック
いで医院
伊東医院
井上医院
遠藤医院
医）大萱医院
大澤医院
大澤皮膚科医院
大関内科クリニック
医)大友整形外科
大仲内科医院
岡嶋内科クリニック
かぎもとクリニック
加藤内科胃腸科医院
医）葵会 上賀茂診療所
閑啓太郎クリニック
京都鞍馬口医療センター
京都警察病院
京都博愛会病院
好地医院
こしざわ小児科クリニック
こなか医院
粉川内科医院
小林医院
小児科坂田医院
白波瀬医院
杉山医院
産婦人科鈴木医院
陶山医院
鷹峯雑賀診療所
医）高松内科医院
竹内医院
医）武部診療所
医）蒼生会 田中医院
田中医院
医）田村外科
隄医院
つるみ医院
出口内科医院
富岡小児科医院
冨田病院
なかたにキッズクリニック
なかつかさ内科・在宅クリニック
医）にしい内科医院
福）にしがも透析クリニック
はったこどもクリニック
浜田医院
医）林小児科循環器科
ヒキタ内科クリニック
平田医院
ふくやまクリニック

所在地
京都市（市外局番０７５）
北区紫野南舟岡町１
北区紫竹下芝本町29
北区小山板倉町50
北区小山北上総町4
北区衣笠北荒見町9-1 イーグルコート北大路アネックス101

北区紫野泉堂町96-3
北区大宮西小野堀町25
北区紫竹上芝本町98
北区紫竹桃ノ本町7-1
北区紫野上築山町5
北区平野桜木町27
北区鞍馬口通室町西入小山町220
北区紫竹牛若町30-2
北区上賀茂荒草町73 メディカルモール北山2F
北区紫竹牛若町31-3
北区大将軍西町178
北区上賀茂藤ノ木町21
北区紫竹上竹殿町44 新生ビルテナントA
北区小山下総町27
北区小山北上総町14
北区上賀茂ケシ山1
北区上賀茂高縄手町28
北区紫竹東栗栖町5
北区上賀茂朝露ヶ原町12-1 ラフォーレ上賀茂1F
北区小山中溝町15-11 グランレブリー紫明1F
北区鞍馬口通寺町西入新御霊口町255
北区衣笠総門町13-4
北区西賀茂水垣町30-3
北区紫野上築山町43-3
北区上賀茂池殿町1-4
北区小山上初音町48
北区鷹ケ峯藤林町6-9
北区紫野下御輿町13-1
北区小山上板倉町65
北区紫野雲林院町12
北区衣笠高橋町39
北区西賀茂榿ノ木町3
北区上賀茂蝉ケ垣内町46-2
北区上賀茂中大路町12-1
北区紫野上野町130-1 サンパレス紫野
北区紫野下鳥田町25-4
北区小山花ノ木町17
北区小山下内河原町56
北区大宮北林町29-1 ライラック101
北区小山東大野町48-1
北区紫竹上梅ノ木町60-3
北区大宮西山ノ前町３-１
北区紫野西御所田町58-2
北区紫竹東栗栖町37
北区北野西白梅町6-1
北区大宮東小野堀町47
北区紫野下築山町55－1 メゾン紫野１F
北区小山中溝町31
内科・小児科・心臓血管内科藤岡医院 北区紫竹東大門町50
藤本医院
北区大北山原谷乾町207-3
前田医院
北区鞍馬口通寺町東入鞍馬口町308-3
松原医院
北区小山西元町26
松室内科クリニック
北区北野下白梅町73-3 白梅町ＭＣビル1Ｆ
みやた内科クリニック
北区紫竹西高縄町34 シチクハイネス
村尾医院
北区大宮西脇台町13-1
医）葵会 紫野協立診療所
北区紫野西野町60‐5

電話番号
441-6658
493-7050
366-8688
492-9333
461-7051
492-0087
491-2680
495-1745
432-7030
414-2323
466-0011
417-0787
495-8008
366-4705
494-3930
463-6878
781-1409
354-6176
441-6101
491-8559
781-1131
711-2878
494-3373
723-0330
451-7323
585-7102
466-5732
494-3118
441-3723
721-9586
492-3482
491-0640
417-2377
491-0114
414-1118
461-7961
492-4072
721-9313
724-2237
491-0061
495-6616
492-6881
491-3241
494-3210
415-7699
493-2200
495-1131
417-3001
491-1930
465-0007
491-0050
366-8657
417-1522
492-6620
463-0410
231-6824
491-2601
466-1511
204-3034
492-0334
431-6171

（公表に同意している医療機関を掲載）

京都府・京都市 風しん抗体検査実施 医療機関名簿
（R4.5.9現在）
医療機関名
むらにしクリニック
医）余診療所
吉森内科医院
楽只診療所
医）都会 渡辺西賀茂診療所
医）愛寿会 同仁病院
岩井医院
上田内科医院
上羽医院
内田医院
医）太田内科クリニック
大西医院
医）和光会 おおの小児科
医）大森内科循環器科
医）岡嶋内科医院
医）小川医院
垣田医院
金光診療所
医）こう医院
医）コマキ外科・胃腸科医院
佐々木医院
進藤クリニック
菅野医院
すぎはら医院
医）すどう医院
医)永原診療会 千本診療所
医)相馬病院
髙橋医院
竹上内科クリニック
竹中医院
多田医院
医)理智会 たなか往診クリニック
塚田内科医院
出口内科クリニック
なかつる内科クリニック
永原医院
西陣病院
医）西村医院
仁和診療所
医）野田医院
医）はせがわ小児科
はった医院
林医院
羽山医院
医)幸祐会 藤田医院
舟木医院
医）西陣健康会 堀川病院
医）正木医院
みずのや医院
三宅医院
むかい内科クリニック
室町病院
医)博侑会 吉岡医院
医）青樹会 青木クリニック
芦田医院
医)今井会足立病院 足立病院
医）西大路病院 池須町クリニック
池田内科御池クリニック
医）いちおか泌尿器科クリニック

所在地
北区衣笠御所ノ内町31 アクエルド金閣寺1F
北区紫野西泉堂町3
北区大宮南箱ノ井町21-4
北区紫野上御興町23-1
北区大宮南田尻町59
上京区一条通新町東入東日野殿町394-1
上京区出町通今出川上ル青龍町245-1
上京区元誓願寺通油小路西入仲之町460-3
上京区下長者町通油小路東入鷹司町59
上京区中町通丸太町上ル俵屋町432
上京区今出川通堀川東入飛鳥井町263 シリウス星の子１Ｆ

上京区一条通七本松西入ル滝ケ鼻町429-9
上京区堀川寺之内上ル3丁目上天上町635
上京区竹屋町通千本東入主税町1158
上京区千本通下立売下ル小山町903-6
上京区寺之内通室町東入下柳原南半町243
上京区智恵光院通中立売下ル山里町238-8
上京区千本通芦山寺上ル閻魔前町33-2
上京区新町今出川上ル元新在家町163-6
上京区今出川通室町西入堀出シ町308
上京区丸太町通大宮東入藁屋町536－3
上京区丹波屋町349-1 サンタロ－ビル1F
上京区上立売通堀川東入堀之上町26
上京区今出川通千本西入南上善寺町170-3
上京区元中之町511-7
上京区千本通五辻上ル牡丹鉾町556
上京区御前通今小路下ル
上京区大宮通鞍馬口上ル若宮堅町81
上京区出町桝形上ﾙ青竜町199
上京区丸太町通千本東入中務町491-29
上京区下立売通大宮東入
上京区一条通御前西入大東町90
上京区大宮通上立売上ﾙ花開院町137-2
上京区堀川通丸太町上ル上堀川町118 田邉ﾋﾞﾙ1F
上京区晴明町811
上京区智恵光院通丸太町下ル主税町999
上京区五辻通六軒町西入溝前町1035
上京区寺町通今出川上ル5丁目西入桜木町415-5
上京区仁和寺街道御前西入下横町217
上京区千本通上立売上ル作庵町509
上京区一条通千本西入烏丸町375
上京区大宮通今出川上ル観世町14-1
上京区竹屋町通松屋町西入藁屋町535
上京区七本松通今出川上ル
上京区大宮通中立売上ル糸屋町203
上京区芦山寺通大宮西入3丁目西社町175
上京区堀川通今出川上ル北船橋町865
上京区今小路通御前西入紙屋川町826
上京区今出川通大宮西入元北小路町169-3
上京区下立売通葭屋町西入西橋詰町282
上京区今出川通七本松西入毘沙門町487-7
上京区上立売下ル裏築地町88
上京区浄福寺通今出川下ル堅亀屋町252
中京区六角通東洞院東 ロイヤルプラザビル1F
中京区東洞院通御池下ル笹屋町447
中京区間之町通押小路上ル鍵屋町481
中京区西洞院通蛸薬師上ル池須町408-3
中京区上白山町258-1
中京区東洞院通二条下ル シンフォニア御池1F

電話番号
467-5005
491-8222
493-1625
491-0232
493-2124
431-3300
746-3803
441-2508
451-8837
252-6767
432-0033
461-8616
451-7502
803-3500
841-5628
441-1808
414-1933
431-5730
415-8238
432-1864
801-7301
417-4555
441-2429
461-3003
451-2800
461-0636
463-4301
415-2000
211-3830
841-4777
841-5588
467-8771
431-6688
813-1116
414-2684
822-1010
461-8800
256-0517
462-1510
462-1519
461-0886
415-7070
841-4411
463-6255
417-2864
441-6024
441-8183
461-5957
441-8670
841-5660
461-1200
441-5859
451-0164
257-4711
221-5282
221-7431
254-2133
253-6627
231-7227

（公表に同意している医療機関を掲載）

京都府・京都市 風しん抗体検査実施 医療機関名簿
（R4.5.9現在）
医療機関名
いとう女性クリニック
今井内科胃腸科医院
医）うえだ医院
えぞえ消化器内視鏡クリニック
小笠原医院
岡田内科医院

所在地

電話番号

中京区三条通高倉東入桝屋町53-1 Ｄｕｃｅｍｉｘビルデインクﾞ３Ｆ

212-5662
231-2698
803-3301
744-6784
221-5460
841-2211
252-5115
432-8448
463-5061
241-1409
463-8888
821-2177
823-8686
841-2051
803-0504
311-5311
241-7167
822-2660
252-3387
231-3419
221-8001
255-1234
222-5011
231-8875
606-5472
231-1624
803-1221
257-0025
253-2465
241-3611
311-1902
384-0408
634-7600
252-3888
813-3733
256-8460
746-6261
822-3233
311-3088
314-8910
213-0567
253-5560
213-0523
211-4504
222-2306
231-3055
841-9661
811-3666
821-2355
841-0028
432-7400
812-5250
812-0290
254-8841
221-0885
463-5001
634-6123
812-3725
256-0056
811-7715
801-0351

中京区両替町通丸太町下ル西方寺町161
中京区聚楽廻東町15-6
中京区弁慶石町39 三条TCビル3F
中京区御幸町通押小路下る亀屋町394
中京区岩上通四条上ル松浦町870

医)みのり会 おかやま在宅クリニック 中京区少将井町245-1 藤和シティスクエア烏丸丸太町201号
医)温心会 おがわ内科呼吸器内科医院

尾崎医院
梶田泌尿器科クリニック
金井塚医院
かねみつクリニック
かみうち内科クリニック
川口医院
木村内科医院
京都市立病院
京都逓信病院

中京区西ノ京銅駝町７５-１
中京区西ノ京中保町69
中京区烏丸通蛸薬師下ル手洗水町652 新友会烏丸ビル5F

中京区西ノ京中保町18
中京区西ノ京東栂尾町3 ＪＲ二条駅ＮＫﾋﾞﾙ3Ｆ
中京区西ノ京星池町222
中京区壬生相生町１
中京区西ノ京永本町22-11
中京区壬生東高田町1-2
中京区六角通新町西入
中京区西ノ京小堀池町18-1

社)京都保健会 京都民医連太子道診療所
医)京樹会 京樹会四条烏丸耳鼻咽喉科 中京区烏丸通蛸薬師下ル手洗水町652 新友会烏丸ビル5F

医）小石医院
医)御幸町診療所
脳神経内科・内科こしばクリニック
御所西ひらはらクリニック
御所南はなこクリニック
御所南はらしまクリニック
医)坂部医院
医）ささき小児科
さんじょう恭子診療所

中京区釜座通竹屋町下ル亀屋町335
中京区御幸町三条下る海老屋町320
中京区丸太町通室町東入常真横町188-1 小泉ビル3F
中京区丸太町通室町東入常真横町188-1 小泉ビル2F

中京区間之町通竹屋町上ル大津町645
中京区竹屋町通東洞院東入塀之内町630
中京区御幸町二条下ル山本町435
中京区西ノ京職司町2-3
中京区三条通御幸町西入弁慶石町48 三条ありもとビル5F

医)今井会足立病院 四条烏丸レディースクリニック 中京区東洞院通四条上ル阪東屋町667 プラスパー河野ビル3F

しばた医院
医)島津医院
聚楽うしじまクリニック
白川医院
しんや医院
杉本クリニック泌尿器科・皮膚科
高林有道クリニック
たて内科クリニック
田中医院
田中州鶴医院
谷口医院
たはた診療所
玉垣内科医院
医）田村秀子婦人科医院
財）大和松寿会 中央診療所
友吉医院
医）鳥居内科
中西医院
にう診療所
医）西大路病院
にしかわ内科医院
二条駅前三浦内科クリニック
任医院
野見山医院
はやし神経内科
林内科診療所
北辰堂佐藤医院
医）細田レディースクリニック
医)綾直会 まつおこどもクリニック
松永医院
松野医院
医）洛和会 丸太町病院

中京区御池通堺町西入る丸木材木町671
中京区壬生東高田町３１
中京区聚楽廻南町41-2
中京区竹屋町通油小路西入西竹屋町515
中京区高倉通三条下ル丸屋町166-6
中京区西ノ京小堀池町13-1
中京区烏丸通三条上ル場之町599 ＣＵＢＥ ＯＩＫＥ（キューブ御池）5F

中京区東洞院通二条上ル壺屋町524 コンフォール御所南1F

中京区六角通大宮西入三条大宮町243
中京区壬生松原町54の46
中京区壬生檜町14-1
中京区六角通堺町西入堀之上町119 岡松ビル3F
中京区麩屋町通四条上ル桝屋町511
中京区御池通柳馬場西入御所八幡町229
中京区三条通高倉東入桝屋町58・56
中京区柳馬場竹屋町西南角
中京区東洞院通二条下ル瓦之町391 京都メディカルガーデンシンフォニア御池4F

中京区西ノ京船塚町11
中京区西ノ京職司町72-6
中京区西ノ京東中合町12-1
中京区壬生高樋町45
中京区西ノ京池ノ内町20-110(京都メディカルビル3F)

中京区西ノ京東中合町18
中京区西ノ京永本町2
中京区御所八幡町231
中京区御幸町通三条上ﾙ丸屋町326
中京区西ノ京御輿ケ岡町21
中京区西ノ京職司町69 ＩＮＰＡＣＴ ＩＫＵ北１F
中京区西ノ京栂尾町1-1 JR二条駅ＮＫビル４Ｆ
中京区西洞院通竹屋町下ル
中京区西ノ京南両町33-10
中京区西ノ京車坂町9

（公表に同意している医療機関を掲載）

京都府・京都市 風しん抗体検査実施 医療機関名簿
（R4.5.9現在）
医療機関名
みずしま小児クリニック
医）水野医院
みぶ村上クリニック
医）宮崎循環器科・内科クリニック
むらた医院
森島医院
安威医院
やすの医院
医)康生会 柳馬場武田クリニック
山元病院
山脇小児科
医）医音会 友愛診療所
ゆん診療所
吉政医院
六角田中医院
荒垣医院
井上医院
医)健康会 内浜診療所
梅鉢医院
医）種田産婦人科
医）小畑内科クリニック
医)岡﨑医院
医）岡林医院
かどたにこどもクリニック
医)河合医院 河合皮膚科
きしもと内科クリニック
木谷内科医院
医）健康会 京都南病院
医)康生会 康生会クリニック
児嶋医院
医)仏光会 小西仏光寺診療所
医）佐伯医院
医）佐々木医院
四条高倉大川クリニック
財）東光会 七条診療所
医)佳洛菴 志馬クリニック京都

所在地
中京区西ノ京南大炊御門町8
中京区押小路通麩屋町西入ル橘町629
中京区壬生森町29-3
中京区壬生朱雀町27-1 朱雀ハイツ２Ｆ
中京区壬生下溝町60-12
中京区西ノ京小倉町4
中京区壬生森町63-9
中京区寺町通三条下ル永楽町233
中京区柳馬場通六角下ル井筒屋町407 シティーハウス407 1F

中京区宮本町795
中京区堀川通錦上ル西側
中京区西堀川通三条上ル姉西堀川町511
中京区西ノ京円町11-5
中京区蛸薬師通烏丸西入橋弁慶町235
中京区六角通東洞院東入 オフィス５ビル303号
下京区梅小路西中町1-2
下京区夷馬場町2-3
下京区七条通河原町東入ル材木町460
下京区油小路通綾小路下ル風早町570
下京区万寿寺通烏丸西入御供石町357
下京区四条通新町東入月鉾町62 住友生命ﾋﾞﾙ3F
下京区中堂寺前田町8
下京区西洞院通松原下ル永倉町555-4
下京区西七条東八反田町33 パデシオン京都七条1F

下京区西七条南西野町60
下京区松原通堺町西入杉屋町281
下京区室町通綾小路下ル白楽天町507 下川ビル1F

下京区西七条南中野町８
下京区油小路通下魚棚下ル油小路町277
下京区仏光寺通猪熊西入西田町595-2
下京区仏光寺通柳馬場西入東前町398
下京区柳馬場通綾小路下る永原町149
下京区室町通五条下ル大黒町215
下京区東洞院通仏光寺下ル高橋町604
下京区朱雀北ノ口町29
下京区東塩小路町719 京都駅前SKビル3F

医）佳洛菴 志馬クリニック四条烏丸 下京区四条通室町東入ル函谷鉾町87 ケイアイ興産京都ビル4F

医)令寿会 しまばら病院
医)鈴木内科医院
医)健康会 千本診療所
第二南診療所
たかあきクリニック
高宮内科クリニック
たききた小児クリニック
武田医院
医）康生会 武田病院
冨井医院
とみえクリニック
内科田中医院
南部産婦人科医院
西澤内科医院
西七条診療所
にしはらクリニック
西本願寺あそか診療所
檜垣医院

下京区小坂町7-4
下京区仏光寺通油小路東入木賊山町168
下京区観喜寺町10-15
下京区東中筋通花屋町下ル柳町332ー1
下京区中堂寺坊城町31-7 メディナ丹波口1F
下京区西七条東八反田町33 パデシオン京都七条1F

下京区西洞院通正面下る鍛治屋町449-2
下京区大宮通五条下る下五条町448-2
下京区塩小路通西洞院東入東塩小路町841-5
下京区正面通西木屋町西入梅湊町92
下京区七条御所ノ内本町89-1 クリニックモール西大路1F

下京区大宮通花屋町上ル堀之上町541
下京区西七条市部町132
下京区西洞院七条下ル大黒町253
下京区朱雀裏畑町73
下京区烏丸通仏光寺上ル二帖半敷町655 産経京都烏丸ビル2F

下京区花屋町通堀川西入ル柿本町580-2
下京区下松屋町通花屋町下ル突抜二丁目375
医）佐々木会 深江形成整形外科医院 下京区新町通四条下ル四条町348
産科婦人科福岡医院
下京区四条堀川町257
ふじた医院
下京区大宮七条下ル御器屋町67
前田クリニック
下京区西七条北月読町７３
前田内科医院
下京区御幸町通四条南入ル

電話番号
406-0931
221-5227
813-5550
811-6553
325-2301
811-4073
811-0907
241-1430
213-2216
801-3281
841-2931
813-3135
466-5308
257-7048
256-0116
313-0471
353-8706
361-3833
351-4804
351-5786
241-3845
343-6255
341-0393
321-3711
325-3704
353-5740
361-0611
312-7361
354-7227
811-4895
351-3095
351-0968
351-2880
353-3336
313-6407
708-8922
221-6821
371-3232
351-2561
341-7868
371-1465
822-8221
874-1859
342-0007
351-4507
361-1351
371-0663
322-8800
351-9822
313-6000
343-5022
313-0401
371-7755
371-0586
371-1683
351-3245
821-3131
343-4188
322-1818
351-2128

（公表に同意している医療機関を掲載）

京都府・京都市 風しん抗体検査実施 医療機関名簿
（R4.5.9現在）
医療機関名

所在地

間嶋胃腸科内科医院
下京区間之町六条下ル夷之町88
まつお小児科アレルギークリニック 下京区西七条北東野町122
医）美友会 産科・婦人科松本クリニック 下京区西洞院通松原下ル永倉町558
下京区塩小路通烏丸西入東塩小路町579-1 山崎ビル５F
柳診療所
医）洛和会 矢野医院
下京区仏光寺通油小路東入
山本医院
下京区寺町通仏光寺下ル恵美須之町523
医)有英会 ゆかり皮フ科クリニック 下京区四条通室町東入函谷鉾町79 ヤサカ四条烏丸ビル4F
横江医院
下京区大宮通松原下ル上五条町396
医）和田クリニック
下京区塩小路通東洞院東入547 明石屋ビル2F
アキコ婦人科クリニック京都桂川 南区久世高田町376-1 イオンモール京都桂川1Fメディカルモール内
医）飯田医院
南区久世上久世町309
医）健祥会 いまい小児科クリニック 南区吉祥院車道町16 コーポ車道
医）大築山診療所
南区久世大薮町196-1
大矢医院
南区四ツ塚町１
岡本医院
南区東九条東御霊町2
南区久世高田町376-１ イオンモール京都桂川1Fメディカルモール内
医)啓志会 かんだクリニック
吉祥院こども診療所
南区吉祥院西浦町23
吉祥院病院
南区吉祥院井ノ口町43
医)馰野会 京都駅前婦人科乳腺外科まりこクリニック 南区東九条上殿田町40-8 上殿田ビル2階
医）京都九条病院
南区唐橋羅城門町10
京都市健康増進センター診療所 南区西九条南田町1-2
京都市山ノ本診療所
南区上鳥羽山ノ本町60
社)京都保健会 久世診療所
南区久世殿城町33
くろやなぎ医院
南区久世上久世町258
小山内科・循環器科医院
南区東九条東御霊町17
しばじクリニック
南区唐橋堂ノ前町23－1 洛南スクエアビル2F
島岡医院
南区唐橋平垣町68
医）今井会足立病院 第二足立病院 南区四ツ塚町１
高木小児科医院
南区唐橋堂ノ前町15-5
医）竹内医院
南区吉祥院里ノ内町83
医)東寺やまだクリニック
南区西九条島町38
医）同仁会（社）同仁会クリニック 南区唐橋羅城門町30 京都メディックスビル1F
永井診療所
南区久世上久世町434
南区東九条河西町23 アーバンツリーグランシャリオ1F
永谷クリニック
のぶまさクリニック
南区東九条南烏丸町35-6 南烏丸団地1F
波柴内科医院
南区東九条北烏丸町36-2
はまい皮フ科クリニック
南区唐橋羅城門町2-2 羅城門町ビル1F
医）ますぎクリニック
南区東九条松田町17
婦人科宮脇医院
南区四ツ塚町59
医）啓生会 やすだ医院
南区久世大藪町53
あおき消化器内科クリニック
左京区修学院大林町6-14
あかき整形外科・内科クリニック 左京区修学院大林町１－１ 壱番館白川1F
医）安達消化器科・内科医院
左京区下鴨東本町26-3
医）清久会 飯田医院
左京区岩倉中町174-6
いじち医院
左京区一乗寺宮ノ東町37 あいえぬえふ1F
磯辺内科医院
左京区北白川別当町3-2 北白川ボールズビル2F
市田医院
左京区下鴨松ノ木町19
いはら内科クリニック
左京区一乗寺蔵本町43 フロイデン北大路103
岩倉駅前たはらクリニック
左京区岩倉忠在地町291-1
いわさきクリニック
左京区岡崎北御所町12-5
上原医院
左京区田中大堰町87
医）包伸会 臼井医院
左京区田中野神町1
大久保クリニック
左京区下鴨南野々神町1-7 ドルス北山1F
おおせこ内科
左京区浄土寺上馬場町16
岡村医院
左京区鹿ヶ谷上宮ノ前町19-1
おくだ在宅クリニック
左京区一乗寺青城町115
垣内医院
左京区静市市原町467-2
加藤胃腸内科医院
左京区一条寺西浦畑町3
門元医院
左京区吉田上大路町33-5
川勝小児科内科医院
左京区下鴨北茶ノ木町27-1

電話番号
351-1286
325-5888
351-2166
351-5500
341-8116
353-5630
222-8808
841-0809
341-0025
924-3009
921-0234
693-8839
922-6206
691-0363
661-1011
925-3311
693-1600
672-1331
574-7681
691-7121
662-3842
682-3815
921-3535
921-0234
691-2447
661-3400
661-0740
681-7316
681-8700
601-8339
691-7087
691-7766
921-0047
691-6910
606-1515
661-2290
644-4141
661-1514
662-1212
932-5015
744-6005
724-1115
712-5558
711-1951
706-1570
712-5561
701-6121
950-1818
707-1551
771-3426
701-0148
201-4819
707-6688
752-2274
751-1981
204-9141
741-3523
711-3588
752-0010
741-6120

（公表に同意している医療機関を掲載）

京都府・京都市 風しん抗体検査実施 医療機関名簿
（R4.5.9現在）
医療機関名
公）信和会 川端診療所
医）仁愛会 川村産婦人科
医）幸得会 貫戸産婦人科医院
医）北村クリニック
木戸診療所

所在地

左京区川端通夷川上ル新生洲町100
左京区下鴨高木町40
左京区一乗寺梅ノ木町12
左京区静市市原町744-7
左京区一条寺出口町1 シラカワビル3F
社)信和会 京都民医連あすかい病院 左京区田中飛鳥井町89
社)信和会 京都民医連洛北診療所 左京区岩倉忠在地町529
草場内科医院
左京区浄土寺下馬場町88 ポルト・ド・浄土寺1F
くぼた内科・呼吸器内科クリニック 左京区下鴨本町14 ヤマモトビル１Ｆ
医)神野医院 くまのクリニック
左京区聖護院川原町33-3 神野ビル
医)司美会 くみこクリニック
左京区下鴨南野々神町2-9
ごとう内科医院
左京区松ヶ崎小脇町16-3 グラシオビル1F
佐治内科医院
左京区岩倉北池田町25
医）塩見医院
左京区下鴨松ノ木町71
志熊医院
左京区吉田中阿達町28-3
医）嶋田外科医院
左京区一乗寺燈籠本町27
しもがも西尾クリニック
左京区下鴨梁田町19-4
菅内科医院
左京区高野竹屋町16-1
菅典道クリニック
左京区下鴨梁田町18-1 大晋メゾネ下鴨本通1F
医）鈴木診療所
左京区下鴨蓼倉町68
宗皮膚科・病理診断科医院
左京区田中氏も柳長20ー6 2F
そかい内科医院
左京区下鴨北茶ノ木町23-5
高本医院
左京区北白川山田町67-21
瀧本小児科医院
左京区北白川大堂町58
竹村診療所
左京区岡崎円勝寺町1-16
たていし小児科クリニック
左京区松ヶ崎壱町田町4-１ きんこん館１Ｆ
田中淳夫内科診療所
左京区北白川瀬ノ内町5の2
つとう医院
左京区高野東開町1-24
恒村医院
左京区聖護院山王町43-6
テイ医院
左京区浄土寺下南田町3-5
出木谷医院
左京区岡崎北御所町11-1
東道医院
左京区田中古川町1-3
十倉医院
左京区一乗寺里ノ西町9-2
とよだ医院
左京区岩倉中町225-5 ドムス岩倉T-102号室
中上クリニック
左京区上高野下荒蒔町6-1 ガルソニエラ宝ヶ池1F
医）中島医院
左京区田中関田町1-4
ながた耳鼻咽喉科
左京区北白川大堂町60
中林こどもクリニック
左京区岩倉北平岡町24
那須医院
左京区下鴨中川原町１
西川医院
左京区岩倉北池田町67-4
日本バプテスト病院
左京区北白川山ノ元町47
丹羽内科医院
左京区岩倉三宅町360
橋本医院
左京区下鴨東森ヶ前町10-1
橋本医院
左京区田中関田町2-15
橋本産婦人科内科医院
左京区下鴨南芝町50
八田内科医院
左京区修学院薬師堂町4
林医院
左京区一乗寺西杉ノ宮町57 シュープリーム１F
小児科 早野医院
左京区松ヶ崎桜木町30-1
原山内科クリニック
左京区黒谷町30
ひがき内科医院
左京区岩倉長谷町1225
内科平位医院
左京区上高野北田町13-2
ふくもち こどもクリニック
左京区岩倉中大鷺町2 ギャレ宝ヶ池1F
医）藤田医院
左京区一乗寺塚本町46-2
藤原医院
左京区北白川東久保田町66
医）祥正会 藤原内科
左京区下鴨高木町39-5
ほそたにクリニック
左京区下鴨狗子田町7
堀居医院
左京区吉田下大路町45-2
松ヶ崎駅前おくだクリニック
左京区松ヶ崎壱町田町4-5 クレスト松ヶ崎1F
松下医院
左京区上高野古川町12
まつもとクリニック
左京区聖護院東町16-1

電話番号
771-6298
781-0029
781-5216
706-5507
722-8885
701-6111
723-0960
751-1088
746-2050
761-8522
712-8615
723-6073
706-5050
701-0158
762-0081
781-4408
703-1114
791-7829
706-6111
712-7181
722-6388
781-7350
702-0017
791-1116
771-0835
706-5565
723-2871
723-1075
771-1513
752-0556
761-3841
712-3313
781-5650
706-7711
711-0052
723-1833
706-7687
741-7712
701-7080
705-3450
781-5191
781-5221
781-1003
771-2813
781-0418
701-4805
701-3543
748-1493
771-5260
744-1415
791-1679
706-8567
711-0911
711-8885
781-0976
781-1369
771-0154
712-1165
791-5552
752-1412

（公表に同意している医療機関を掲載）

京都府・京都市 風しん抗体検査実施 医療機関名簿
（R4.5.9現在）
医療機関名
まつもと内科クリニック
三嶋医院
医）翠川医院
森産婦人科医院
もりした循環器科クリニック
医）もりもとレディースクリニック
山川内科医院
医）やまぐち医院
医）山添医院
山本医院
医)悠仁会 百万遍クリニック
医)洛陽病院
渡邊医院
医）わたなべクリニック
朝隈医院
石田医院
石田内科リウマチ科クリニック
泉谷医院
伊藤医院
イトウ診療所
井上こどもクリニック
井本医院
医）上嶋小児科アレルギー科医院
医)太秦病院
医）太秦病院附属うずまさ診療所
医）太秦病院附属うずまさ第二診療所

医）松仁会 内田病院
太田診療所
大塚医院
おおまえハローキッズクリニック
岡田医院
景山医院
医）柏木産婦人科
勝馬内科医院
加藤医院
社)京都保健会 かどの三条こども診療所
医)ほほえみ会 かねみつ内科クリニック

神山医院
亀井診療所
医) 河端病院
医）川村医院
衣笠医院
きの小児科医院
京都市立京北病院
社)京都保健会 京都民医連中央病院

医）國枝医院
こうのレディースクリニック
小島内科クリニック
医）小室整形外科医院
さいきょうクリニック
医）斎藤医院
嵯峨嵐山・田中クリニック
医）坂本医院
ささきクリニック
医）さとこレディスクリニック
澤野医院堀池診療所
四方医院
医）四条診療所
すどう小児科医院
医）高島診療所

所在地
左京区岩倉南四ノ坪町61
左京区修学院犬塚町11-3
左京区上高野諸木町50-3
左京区下鴨泉川町62－2
左京区北白川堂ノ前町36
左京区田中西大久保町13-1 伊佐ビル1F
左京区高野西開町41 デ・リード北大路1F
左京区岩倉忠在地町541
左京区下鴨松ノ木町80－3
左京区聖護院蓮華蔵町31 第二近建ビル2F
左京区田中門前町103-5 京都パストゥール研究所ビル1F

左京区岩倉上蔵町143
左京区浄土寺西田町58-3 ハイツロワール2F
左京区一乗寺向畑町45
右京区嵯峨野清水町8-66
右京区嵯峨野有栖川町40-168
右京区太秦辻ヶ本町13
右京区太秦安井二条裏町2-16
右京区西京極堤外町1-29
右京区常盤東ノ町22-3
右京区太秦多薮町14－109
右京区太秦海正寺町4-8
右京区常盤村ノ内町1-2
右京区太秦安井西沢町4-13
右京区太秦帷子ヶ辻町30-4
右京区嵯峨広沢南野町26-2-2
右京区梅津大縄場町6-9
右京区花園伊町6
右京区梅津前田町65-4
右京区西京極午塚町116
右京区嵯峨中又町25
右京区西院西今田町9-5
右京区太秦垂箕山町13-3
右京区西院平町25
右京区常盤車ノ町16-46
右京区山ノ内西裏町１５－７
右京区太秦下刑部町18 パティーナ太秦天神川1F
右京区西院東淳和院町4
右京区嵯峨釈迦堂大門町40
右京区太秦上ノ段町1-11
右京区西京極西川町11
右京区竜安寺斉宮町5
右京区嵯峨鳥居本仏餉田町24-1
右京区京北下中鳥谷3
右京区太秦土本町2-1
右京区西院東貝川町14
右京区龍安寺西ノ川町3-33
右京区嵯峨広沢御所ノ内町37－5
右京区嵯峨野開町21
右京区西院北矢掛町39-1
右京区梅津後藤町9-7
右京区嵯峨釈迦堂門前瀬戸川町4-8
右京区梅津堤上町17
右京区梅津北浦町3-1
右京区西院東淳和院町13-9
右京区太秦堀池町15-9
右京区梅津堤下町28
右京区西院四条畑町21-1
右京区梅津前田町42-1 ビアンカ2･3 1F
右京区嵯峨天竜寺今堀町2

電話番号
708-5151
791-0123
701-8040
781-7700
702-0022
702-1703
712-7123
701-1104
701-6581
751-7750
791-8202
781-7151
752-2206
706-7888
872-8137
861-2316
201-7244
821-1612
314-7921
882-5156
863-3939
861-2646
871-6122
811-7711
863-6152
863-5581
882-6666
461-7568
881-3088
746-7811
861-0582
323-6680
882-3800
326-2741
882-0300
321-0013
873-8686
312-4114
861-0686
861-1131
313-0068
462-8508
406-7511
854-0221
861-2220
314-7531
462-7707
871-7047
871-0519
313-0721
861-3225
873-2925
863-5656
861-1140
325-0272
882-5665
873-1467
311-2220
861-2077
861-3531

（公表に同意している医療機関を掲載）

京都府・京都市 風しん抗体検査実施 医療機関名簿
（R4.5.9現在）
医療機関名
医）たけうち 竹内小児科医院
医）寿光会 竹腰医院
田代医院
田淵内科医院
医)興機会 たまい内科クリニック
とくひろこどもクリニック
中尾クリニック
中川診療所
中原ひろし小児科
医）中安皮膚科診療所
西大丸診療所
にしお循環器内科クリニック
にしかわクリニック
西京極診療所
林医院

所在地
右京区西京極大門町16-27
右京区御室芝橋町6-19
右京区太秦組石町3
右京区鳴滝嵯峨園町8-5
右京区太秦下刑部町182 コリドール天神川1F
右京区西院高山寺町1‐1 西院メディカルビル2F
右京区嵯峨柳田町11-8
右京区西京極東町14
右京区西院追分町25-1-139 イオンモール京都五条３Ｆメディカルプラザ京都

右京区太秦安井春日町5
右京区西京極西大丸町29
右京区梅津後藤町7-34
右京区西京極東池田町1-2 シオン桂1F
右京区西京極佃田町17
右京区西京極南庄境町32
医)林小児科循環器科 林真也クリニック 右京区西院高山寺町13 西院阪急ビル2F
ふくおかクリニック
右京区太秦北路町10-1
古谷医院
右京区太秦百合ヶ本町8-201
医)産婦人科 細田クリニック
右京区西京極南大入町88
細田内科医院
右京区太秦御所ノ内町７-10
堀江内科クリニック
右京区太秦開日町21-29 クリニックスクエア太秦1F
松田医院
右京区嵯峨釈迦堂門前裏柳町5
耳鼻咽喉科・アレルギー科 森戸医院 右京区嵯峨野神ノ木町10-10
医)理慶会 もろおかアレルギー科・小児科クリニック 右京区山ノ内五反田町9-1 かどのビル1F
やすい山ノ内クリニック
右京区山ノ内五反田町9-1 御池かどのビル2F
安田内科医院
右京区西院高田町31-2長谷川ビル2F
矢間酒井診療所
右京区嵯峨天龍寺龍門町18－1
山田医院
右京区御室竪町23-4
山本医院
右京区梅津北浦町19-9
山本クリニック
右京区京北周山小字室谷1-2
医）竜安寺クリニック
右京区龍安寺西ノ川町7-6
医)青木小児科医院
西京区桂上豆田町32
あしだ内科循環器科
西京区上桂北ノ口町67
あらきレディースクリニック
西京区桂南巽町140 内海ビル４Ｆ
嵐山さかい医院
西京区嵐山谷ケ辻子町38-6
石田医院
西京区御陵大枝山町5丁目27-3
井田医院
西京区松尾木ノ曽町58-15
西京区松尾大利町11-5 松尾メディカルスクエアⅡ2F
いとう皮フ科
医）稲掛医院
西京区大枝南福西町2丁目13-12
井上産婦人科医院
西京区桂坤町30-4
医）いわせ内科クリニック
西京区川島六ノ坪町63-1 メディキューブ洛西口3F
植松医院
西京区川島松ノ木本町5-7
内田医院
西京区大枝西新林町6丁目15-8
おおやぶ内科・整形外科
西京区樫原畔ノ海道10-42
医）博仁会 大藪大枝クリニック 西京区大枝沓掛町2-32
岡田外科医院
西京区桂艮町18
医）奥村小児科医院
西京区大枝北福西町2丁目23-12
かさはら内科医院
西京区川島有栖川町44-1 ゲレンクタケダＷ1
桂川さいとう内科循環器科クリニック 西京区下津林南大般若町37 リペアス下津林2F
桂川みずた耳鼻咽喉科
西京区下津林南大般若町37 リペアス下津林3F
かみや小児科医院
西京区樫原井戸19-6
医）北村内科診療所
西京区松尾木ノ曽町36-1
京都民医連かみの診療所
西京区桂上野中町175 Ｈ・Ｆビル
公手内科・消化器科医院
西京区樫原水築町13
医）さんゆう会 内科胃腸科小林クリニック 西京区松尾大利町11-1 松尾メデｲカル・スクエア1F

坂本内科クリニック
医）降臨会 ささべクリニック
医)タケダ内科医院
武田医院
高岡医院
谷村内科クリニック

西京区桂南巽町146 クラシューズ桂３Ｆ
西京区桂下豆田町41-8
西京区大原野西境谷町3-4
西京区上桂西居町1・4番合地
西京区下津林大般若町166
西京区桂野里町41-75 1F

電話番号
312-5431
461-6288
861-0124
463-2021
863-5585
874-5790
871-5450
313-0388
326-1108
841-5990
311-5992
881-1118
315-5815
314-2866
312-7851
463-8000
873-7700
872-2591
322-0311
864-6778
865-8810
861-0057
865-8411
821-2000
406-7189
321-6007
861-0177
463-9565
872-5667
852-6070
461-3386
381-3785
383-5315
382-2700
406-5951
335-5707
381-9572
874-1412
332-0111
381-4226
382-3358
392-1438
331-5200
381-2716
331-0100
381-3735
332-5857
393-2333
394-3456
393-3387
393-0835
393-3262
394-1460
382-0616
382-1353
754-7877
381-8970
332-7702
381-2026
392-8101
392-6644

（公表に同意している医療機関を掲載）

京都府・京都市 風しん抗体検査実施 医療機関名簿
（R4.5.9現在）
医療機関名
塚本医院
医)久仁会 どいクリニック
土井小児科
唐原内科循環器科医院
とだ消化器内科クリニック
なかつかさ足立医院
中安外科
医)弘正会 西京都病院
濱本医院
医）林樫原診療所
医）林クリニック
福原小児科医院
医）平盛会 平盛会クリニック
まつい内科呼吸器科医院
松尾青木診療所

所在地

西京区川島有栖川町31
西京区大原野上里男鹿町15-13
西京区桂北滝川町81-2
西京区桂西滝川町70
西京区桂坤町29-10
西京区桂野里町12
西京区大原野西竹の里町1-16
西京区御陵溝浦町24
西京区大原野上里男鹿町3-3
西京区川島調子町44
西京区大原野上里鳥見町14-8
西京区大原野西竹の里町1丁目17
西京区大枝北福西町2丁目12-1
西京区大枝中山町7-72
西京区嵐山朝月町44-12
医）敬愛会 まつざき内科クリニック 西京区川島東代町10
医）緑祐会 松原医院
西京区桂木ノ下町33-14
医)倖生会 桂駅前MiharaClinic 西京区桂南巽町133 桂オーエスプラザビル103
医）倖生会 身原病院
西京区上桂宮ノ後町6-8
宮本医院
西京区桂艮町15-1
矢野クリニック
西京区桂稲荷山町17-2
矢野小児科循環器内科医院
西京区大枝西新林町4－2
山口医院
西京区大枝西新林町5丁目2
よしおかこどもクリニック
西京区川島滑樋町46－3
医)清仁会 洛西ニュータウン病院 西京区大枝東新林町3-6
あずみ医院
東山区三条大橋東入ル大橋町94 三条鈴木ビル2F
産科・婦人科江川クリニック
東山区三条通大橋東入大橋町102-1 田中ビル4F
太田医院
東山区大黒町通正面下ル塗師屋町604
太田内科診療所
東山区東大路五条上ル山崎町368
大本医院
東山区本町15丁目815-2
長村医院
東山区今熊野池田町57-5
河合医院
東山区六波羅三盛町170
久野病院
東山区本町22丁目500
ごとう医院
東山区三条通神宮道西入西町140-1
三条おかざきクリニック
東山区三条通大橋東入2丁目下ル巽町442-9
三条田中クリニック
東山区三条通大橋東入大橋町102
嶋田医院
東山区大和大路五条下ル石垣町東側53-2
新谷医院
東山区渋谷通大和大路東入下新シ町338
手越医院
東山区大和大路通四条下ル4丁目小松町154-3
中村クリニック
東山区松原通大和大路 東弓矢町48･49合地
那須内科診療所
東山区祇園町北側266 井沢ビル3F
はしひら医院
東山区本町1丁目52
林医院
東山区古門前通大和大路東入2丁目三吉町343
原田病院
東山区七条通大和大路西入西門町546-2
東山かわぐちクリニック
東山区東大路五条下る常磐町457
堀内医院
東山区東瓦町684－3
武藤医院
東山区泉涌寺門前町21－4
ようこ女性のクリニック
東山区常盤町460-2
医）赤城医院
山科区北花山中道町35-31
浅田内科消化器科医院
山科区椥辻草海道町38－35 椥辻ＨＳビル３Ｆ
医）幸葉会 今井内科診療所
山科区四ノ宮南河原町3
えのきぼり医院
山科区音羽野田町15－3 大栄ファーストビル２Ｆ
おおたこども・アレルギークリニック 山科区東野八代6-1
医)大塚医院
山科区大塚森町15
大西内科クリニック
山科区竹鼻西ノ口町21－5
社）信和会 大宅診療所
山科区大宅早稲ノ内町2
沖林医院
山科区西野楳本町110-3
医）洛和会 音羽病院
山科区音羽珍事町2
医）片岡医院
山科区御陵四丁野町65-2
加藤山科病院
山科区東野北井ノ上町2-2

電話番号
381-2756
331-3661
393-1566
381-0827
383-1181
393-2747
332-6880
381-5166
332-0155
381-2226
333-0102
331-5776
335-0220
335-0100
881-9251
391-6161
381-2215
394-3111
392-3111
391-2323
381-5201
331-3951
331-5595
383-0070
332-0123
752-6080
708-3627
561-2755
561-2865
561-5417
561-2043
561-5310
541-3136
762-1267
746-4137
708-5792
561-4570
561-3075
551-3111
525-4500
525-3525
561-5855
561-2329
551-5668
531-1970
551-2663
561-0561
744-1266
581-5436
583-0601
502-1159
585-8655
584-1050
581-0862
501-7580
581-5207
501-0773
593-4111
581-0024
581-8125

（公表に同意している医療機関を掲載）

京都府・京都市 風しん抗体検査実施 医療機関名簿
（R4.5.9現在）
医療機関名
紀田クリニック
京都微生物研究所付属診療所
こうクリニック
こおり内科医院
こたけ小児科
堺医院
佐々木内科医院
さど耳鼻咽喉科クリニック
澤内科医院
医）杉本医院
鈴木医院
すとうキッズクリニック
医)一陽会 住田内科クリニック
瀬戸内科医院
園田診療所
医）康和会 高須町塚診療所
竹内医院
医）辻医院
医）医幸会 辻際医院
てらおかクリニック
医)中川医院
中西医院
医)恵仁会 なぎ辻病院
橋本内科医院
医）早川医院
樋口医院
ふくみつ内科
医）福本内科医院
藤井内科医院
医）藤本内科診療所
医）藤原医院
医）吉廣会 またクリニック
まつだ小児科
まつむらクリニック
まなべ内科クリニック
むらかみ内科クリニック
医）森医院
守屋医院
安井クリニック
医)やだ消化器内視鏡クリニック

所在地
山科区音羽沢町35
山科区川田御出町3-4
山科区御陵上御廟野町７-7
山科区御陵中内町38-19
山科区竹鼻堂ノ前町46-1 三井生命京都山科ビル3Ｆ

山科区四ノ宮泓町3-4
山科区日ノ岡堤谷町1-1
山科区四ノ宮垣ノ内町1 SUNYOUビル1F
山科区西野大手先町8－5
山科区音羽乙出町2-11
山科区厨子奥尾上町14-154
山科区北花山中道町78-4 IXAS山科1F
山科区竹鼻竹ノ街道町74-1
山科区厨子奥若林町60-1 松本ビル1-A
山科区勧修寺東出町30-11 シャトー竹村2号3F
山科区竹鼻竹ノ街道町29-2
山科区椥辻中在家町12-2
山科区東野中井ノ上町18-2
山科区大宅五反畑町3-3
山科区大塚中溝49‐6
山科区竹鼻竹ノ街道町35
山科区東野八反畑町21
山科区椥辻東潰5-1
山科区椥辻平田町24-6
山科区御陵原西町4
山科区西野山桜ノ馬場町13
山科区竹鼻竹ノ街道町23 レーベン早川Ⅰ5F
山科区竹鼻堂ノ前町46-1 三井生命京都山科ビル３F

山科区竹鼻四丁野町14-2
山科区御陵鴨戸町62-3
山科区東野百拍子町27-1
山科区日ノ岡堤谷町61-16
山科区大宅関生町67
山科区北花山中道町69-10
山科区栗栖野打越町33
山科区御陵田山町31
山科区西野山射庭ノ上町116
山科区西野今屋敷町46-2
山科区音羽役出町1-28 古原ビル1F
山科区竹鼻竹ノ街道町33-1
医）康生会 山科武田ラクトクリニック 山科区竹鼻竹ノ街道町92 ラクトC301
山田皮膚科医院
山科区御陵鴨戸町51-14
山中小児科医院
山科区音羽野田町15-7
医）山羽医院
山科区音羽草田町18番地
吉田小児科医院
山科区大塚丹田21-8
若林診療所
山科区勧修寺柴山町15-2
医）浅本内科医院
伏見区深草堀田町１ ハイムウィスタリア１F
医）東内科クリニック
伏見区深草直違橋3丁目405-1
生嶋こどもクリニック
伏見区羽束師志水町128-1 マンションフジⅡ 1-B号
池田産婦人科医院
伏見区桃山町養斉20-12
石川整形外科医院
伏見区深草下川原町50
いしだ小児科医院
伏見区石田大山町7-14
医）不文会 泉川医院
伏見区醍醐槇ノ内町42-6
磯部医院
伏見区東大手町778
医）弘仁会 大島病院
伏見区桃山町泰長老115
おおつか内科クリニック
伏見区淀本町173-27
小川クリニック
伏見区羽束師古川町73-1
おくだこどもクリニック
伏見区深草新門丈町155
おちあい医院
伏見区深草柴田屋敷町23-95

電話番号
501-5337
593-1443
501-0233
581-5426
593-5133
581-0867
591-7178
595-3387
582-0297
595-0070
581-0222
592-5109
584-0111
501-0995
571-8887
595-5510
501-3981
582-8880
581-4181
583-2666
581-0217
591-2631
591-1131
581-0015
581-0062
592-1580
582-1184
593-5081
595-3202
581-8723
595-3902
644-9844
501-0199
582-5188
606-1577
584-3130
594-7191
501-6345
595-5810
582-0080
581-0910
583-2838
581-6960
581-0274
591-5282
581-0822
641-5513
646-3900
924-2380
601-7276
641-3635
571-6150
571-8888
574-7447
622-0701
631-3456
931-0002
646-2670
642-0088

（公表に同意している医療機関を掲載）

京都府・京都市 風しん抗体検査実施 医療機関名簿
（R4.5.9現在）
医療機関名
医）淀さんせん会 金井病院
金久医院
川原林整形外科医院
医）岸田医院
北住医院
木谷医院
医）木村医院
きむら内科医院
きもと医院
京都市桃陽病院
京都城南診療所
京都伏見しみず病院
清益小児科医院
くすみ耳鼻咽喉科クリニック
栗原医院
医）來須医院
医）黒田医院
くわはらクリニック
河野医院
小島医院
小林医院
澤井医院
清水医院
下村哲也内科クリニック

所在地

伏見区淀木津町612-12
伏見区石田内里町59-1
伏見区竹田七瀬川町20－8
伏見区向島二の丸町151-2
伏見区向島本丸町20 ノアーズアーク観月橋1F
伏見区深草芳永町666-27
伏見区久我森の宮町2-83
伏見区向島津田町58-49
伏見区深草北蓮池町903-1
伏見区深草大亀谷岩山町48-1
伏見区竹田田中宮町98
伏見区越前町609
伏見区石田森東町56-3
伏見区東浜南町670 カーサ東浜1F
伏見区小栗栖森本町51
伏見区醍醐霊ヶ下町1-2
伏見区深草北新町661
伏見区向島二ノ丸町151-43
伏見区菱屋町649
伏見区桃山筒井伊賀西町30-1
伏見区向島二ノ丸町330
伏見区日野馬場出町9-2
伏見区新町6丁目475
伏見区京町大黒町132-1
医）千優会 しらす内科・外科クリニック 伏見区墨染町707
医）すがの医院
伏見区向島善阿弥町37-2
医）高安医院
伏見区久我東町214-17
医）医仁会 武田総合病院
伏見区石田森南町28-1
田里医院
伏見区桃山町和泉40-1
医）医仁会 辰巳診療所
伏見区醍醐外山街道町21
医）谷口医院
伏見区下鳥羽北ノ口町70
医）つくだ医院
伏見区淀下津町47
医）緑萌会 辻医院
伏見区醍醐合場町18-11
医）辻医院
伏見区久我本町5-8
医）医幸会 辻際醍醐診療所
伏見区醍醐新町裏町1-19
中島医院
伏見区深草山村町1003-1
医)仁寿会 中津川内科診療所 伏見区京町南8丁目117
仁木医院
伏見区深草西浦町４丁目21
西医院
伏見区深草稲荷御前町90 西クリニックビル2F
西川医院
伏見区桃山町中島町25
西村医院
伏見区東町198
医）西村医院
伏見区深草大亀谷万帖敷町90
医）にしむらこどもクリニック
伏見区醍醐和泉町28-20
医)明安堂 はせがわ明安堂クリニック 伏見区下鳥羽南柳長町6
医）法駿会 羽場医院
伏見区桃山町大島38-2
伏見区深草堀田町10-1 ローズマンション藤の森C-206
医）林医院
半田医院
伏見区深草池ノ内町3-57
医）坂東医院
伏見区久我本町2-9
医）菱和会 菱本医院
伏見区向島立河原町72-5
医）日比小児科クリニック
伏見区深草堀田町10-1
医)弘田医院
伏見区深草フチ町14-2
福島内科医院
伏見区深草下川原町51-5
藤田医院
伏見区周防町333
ふじもり医院
伏見区深草大亀谷安信町22
伏見岡本病院
伏見区京町9丁目50
医)浩照会 伏見桃山総合病院 伏見区下油掛町895
医）古川医院
伏見区桃山町養斉19-22
まきこクリニック
伏見区石田大受町32‐2
町田小児科内科医院
伏見区新町6丁目470-5
医）志誠会 松下医院
伏見区淀池上町136-16

電話番号
631-1215
571-1923
641-6007
622-9021
612-5217
645-0099
922-7570
623-1008
647-3150
641-8275
623-1110
611-2256
572-7722
603-3387
571-7211
571-6430
641-2567
622-2911
601-0548
622-1163
601-5615
571-0037
603-6846
644-5407
641-0136
611-2895
933-1863
572-6331
611-5580
571-8545
612-3111
632-6212
571-0951
921-0157
571-0344
642-1610
601-5377
641-2411
641-6251
605-1011
611-6127
645-0747
573-8808
603-0050
601-0340
643-2313
641-0178
932-6755
622-2655
646-0880
641-1730
632-9204
601-4655
646-2100
611-1114
354-6097
601-8500
575-1010
623-0018
632-0970

（公表に同意している医療機関を掲載）

京都府・京都市 風しん抗体検査実施 医療機関名簿
（R4.5.9現在）
医療機関名
医）隆仁会 松永医院
医）まつむら医院
松本医院
松山医院
まるおクリニック
三栖診療所
みやもとこどもクリニック
もり小児科クリニック
内科・循環器科やの医院
やまうちクリニック
やまな脳神経クリニック
若泉クリニック
若林内科胃腸科医院
渡辺内科クリニック

所在地

電話番号

伏見区新町10丁目364
伏見区深草西浦町7-74 ウェルネスビル1Ｆ
伏見区深草鳥居崎町601
伏見区久我東町1-55
伏見区醍醐高畑町30-1 パセオ・ダイゴロー西館２F
伏見区三栖向町757‐1
伏見区道阿弥町154-3 リビエール桃陵1F
伏見区桃山町遠山69 スキップコート２F
伏見区醍醐南里町26－3
伏見区小栗栖南後藤町6－2
伏見区深草直違橋北1丁目460-1 2F
伏見区向島四ツ谷池14-27
伏見区京町南8丁目101-5
伏見区醍醐高畑町21-6

601-3477
647-3500
641-2230
932-0601
575-2611
601-0739
622-2434
603-7178
606-1510
571-7181
646-2626
622-2425
622-1313
634-8315

（公表に同意している医療機関を掲載）

京都府・京都市 風しん抗体検査実施 医療機関名簿
（R4.5.9現在）
医療機関名
あらかわ医院
池田内科クリニック
いしいクリニック
乙訓医療生協 医誠会診療所
医）恵洋会 岩本医院
医）上原医院
角水医院
医)駒野会 桂川洛西口・産婦人科まりこクリニック

医）加藤小児科
医）きくおかクリニック
胡医院
さわむら内科クリニック
鈴木内科・外科診療所
医）ハシイ産婦人科
医）慶治会 はなみつ耳鼻咽喉科
医）花安小児科医院
ひらいクリニック
堀医院
森田内科医院
山下医院
婦人科内科山下クリニック
ゆやまクリニック
医）よこばやし医院
医）晴楓会 洛西医院
医)わかえ内科クリニック
アサワ医院
医）足立医院
安藤小児科
稲田内科
医）海老沢内科医院
大林内科・循環器科クリニック
小原内科・消化器科診療所
医）片岡診療所
医）くぼた医院
医）和秀会 近藤産婦人科医院
済生会京都府病院
さとう内科
下尾医院
医)医修会 新河端病院
医）菅田医院
鈴木医院
医)田本内科
ちかやま内科
医）総心会 長岡京病院
医）若鮎会 馬場診療所
医)森小児科医院
森本医院
あまここども診療所
医）梅山医院
医)太田内科医院
天王山草野クリニック
医）中川医院

所在地
府内（京都市外）
向日市森本町上森本21-5
向日市上植野町落堀14-5
向日市寺戸町八ノ坪122 洛西口クリニックビル２Ｆ
向日市寺戸町殿長37‐1
向日市寺戸町向畑57-3
向日市物集女町池ノ裏1-6
向日市鶏冠井町沢ノ西16-13
向日市寺戸町八ノ坪122 洛西口クリニックビル3F
向日市寺戸町八反田36-6
向日市寺戸町殿長19 トライアングルプラザビル１F
向日市寺戸町永田11-71
向日市寺戸町七ノ坪103 プレアデス洛西口駅前ビル2F

向日市上植野町円山12-5
向日市寺戸町七ノ坪170
向日市寺戸町初田19-3 Ｋ＆Ｃプラザ２F
向日市鶏冠井町荒内91-22
向日市上植野町南開34-34
向日市寺戸町渋川3-23
向日市寺戸町渋川7-5
向日市森本町天神森6-5
向日市寺戸町中垣内1
向日市寺戸町七ノ坪100ジオ阪急洛西口ノースレジデンス１Ｆ

向日市鶏冠井町山畑39-1
向日市寺戸町東田中瀨3-2
向日市上植野町御塔道2-15
長岡京市井ノ内下印田13-4
長岡京市神足１丁目8-7
長岡京市こがねが丘9-47
長岡京市天神3-8-6
長岡京市長岡1-1-12 パネフリ第3ビル1Ｆ
長岡京市神足1丁目15-5
長岡京市滝ノ町1-15-10
長岡京市今里西ノ口18-5
長岡京市馬場見場走り25-3
長岡京市長岡2丁目2-32
長岡京市今里南平尾８
長岡京市天神1丁目3-28
長岡京市金ヶ原塚穴ノ前3-1 パレス金ケ原1F
長岡京市一文橋2丁目31-1
長岡京市八条が丘1丁目8-2
長岡京市開田2丁目3-10
長岡京市友岡3丁目12‐12
長岡京市開田4‐8‐6
長岡京市天神1丁目20－10
長岡京市今里西ノ口7-1 診療所ビル2F
長岡京市花山3-26
長岡京市天神1丁目12-12
乙訓郡大山崎町字大山崎藤井畑23-1
乙訓郡大山崎町円明寺若宮前10-63
乙訓郡大山崎町円明寺鳥居前6-7
乙訓郡大山崎町大山崎髙橋10－2
乙訓郡大山崎町大山崎堀尻12
やましろ健康医療生協 あさくら診療所 宇治市大久保町山ノ内19-1
医）浅妻医院
宇治市伊勢田町名木3丁目1-30
あべじゅん婦人科
宇治市菟道荒槙1-50
いかだ医院
宇治市明星町2-9-83
いしだ医院
宇治市莵道田中32-6
宇治市六地蔵奈良町74-1 パデシオン六地蔵ザ・ミッドモール２Ｆ
医）いしのこどもクリニック
小児科 いしはらクリニック
宇治市平尾台4-5-2

電話番号
075-934-5510
075-932-2239
075-933-9141
075‐921-0661
075-935-3650
075-922-5007
075-921-7461
075-754-6961
075-922-0794
075-921-8877
075-924-2662
075-922-5556
075-922-2077
075-924-1700
075-934-8879
075-921-2533
075-921-0520
075-921-3850
075-922-3700
075-921-1039
075-922-3733
075-925-8766
075-922-2468
075-921-0609
075-921-0544
075-953-1990
075-954-7979
075-955-0878
075-959-1820
075-955-5300
075-954-3825
075-959-0700
075-953-8338
075-951-8880
075-953-2000
075-955-0111
075-959-6800
075-956-0003
075-954-3136
075-954-5720
075-951-1508
075‐951‐0749
075‐323‐7614
075-955-1151
075-959-1566
075-954-9511
075-956-3000
075-956-1010
075-956-3245
075-957-6900
075-925-5351
075-951-7701
0774-46-5151
0774-44-0888
0774-46-8639
0774-23-1736
0774-20-7711
0774-38-5200
0774-38-1617

（公表に同意している医療機関を掲載）

京都府・京都市 風しん抗体検査実施 医療機関名簿
（R4.5.9現在）
医療機関名
医）今林医院
植田医院
医)弥生会 上田診療所
上ノ山 吉岡医院
医)徳洲会 宇治徳洲会病院
大石医院
大石木幡医院
大石三室戸医院

所在地

宇治市小倉町西浦88-39
宇治市小倉町南浦18-122
宇治市菟道平町17
宇治市大久保町上ノ山21-1
宇治市槙島町石橋145
宇治市木幡陣ノ内20
宇治市木幡大瀬戸46
宇治市莵道荒槙28-3
医）岡本病院（財）おかもと総合クリニック 宇治市神明石塚54ｰ18
医）小田部小児科内科医院
宇治市六地蔵町並32
おやいづ医院
宇治市伊勢田町南山52-6
医）かどさか内科クリニック
宇治市平尾台4丁目3-2
神谷産婦人科医院
宇治市宇治乙方9
医）こいずみ医院
宇治市羽拍子町82-1
医）こうどう小児科
宇治市莵道西隼上リ4-23
こうのクリニック
宇治市伊勢田町名木2-1-181
小山医院
宇治市木幡御蔵山39-602
じんのクリニック
宇治市六地蔵町並39
関医院
宇治市琵琶台1丁目3－3
医）曽我産婦人科
宇治市伊勢田町大谷61-22
医)たなか医院
宇治市小倉町神楽田16
医）紘仁会 土井内科
宇治市菟道荒槙1-54
医）徳岡医院
宇治市広野町寺山17-20
医）一心会 都倉病院
宇治市宇治山本27
中田医院
宇治市五ヶ庄戸ノ内7-22
中村医院
宇治市羽拍子町56-22
医）中村医院
宇治市六地蔵町並38-22
二宮内科医院
宇治市小倉町南堀池8-5
はせがわ内科・内視鏡クリニック 宇治市広野町西裏87 ザ・ガーデンコミューンＤ棟２Ｆ
医）鉢嶺医院
宇治市小倉町山際1-3
広田医院
宇治市伊勢田町中山60-1
医）宝寿会 藤井おうばく駅前内科クリニック 宇治市五ヶ庄新開11-29-18
宇治市六地蔵奈良町74-1 パデシオン六地蔵ミッドモール2F
ほそだ内科クリニック
増井医院
宇治市宇治妙楽39
医)浩正會 宮本医院
宇治市小倉町西畑40-4
村澤医院
宇治市宇治壱番134-1 宇治荒川ビル２F C号室
やえクリニック
宇治市神明宮東14-1 宇治神明ビル1F
医)和松会 六地蔵総合病院
宇治市六地蔵奈良町9
腎・泌尿器科おおねクリニック
城陽市平川指月77-4
大原クリニック
城陽市寺田今堀152-38
医）岡田診療所
城陽市寺田今橋13
医）鹿野医院
城陽市富野西垣内21
亀岡医院
城陽市枇杷庄鹿背田87
医）啓信会 きづ川クリニック
城陽市平川六反44
医）コクラ医院
城陽市久世下大谷18-111
酒井クリニック
城陽市寺田樋尻29-7
医）京仁会 さかい小児科クリニック 城陽市平川山道46-25-2
佐々木レディスクリニック
城陽市寺田水度坂15-14
武智診療所
城陽市平川山道28-5
医）たつみ内科クリニック
城陽市市辺小梨間31-10
とくだ小児科内科
城陽市久世里ノ西64-22
医）ほりうち医院
城陽市市辺柿木原52-1
堀士内科医院
城陽市富野乾垣内80
南京都病院
城陽市中芦原11
医）清福会 安見内科医院
城陽市枇杷庄鹿背田37-9
吉田クリニック
城陽市枇杷庄鹿背田62 MIKIビル3F
あさか内科医院
八幡市男山泉14-8-10
医）入江医院
八幡市男山長沢8-1
内科小児科大森医院
八幡市橋本栗ヶ谷26-155
かたやまクリニック
八幡市欽明台中央55-6

電話番号
0774-21-4522
0774-21-6111
0774-22-7586
0774-43-4181
0774-20-1111
0774-31-8354
0774-33-0306
0774-24-0306
0774-45-4110
0774-32-6205
0774-41-6013
0774-31-1077
0774-24-0097
0774-48-1240
0774-33-8886
0774-66-1180
0774-31-5455
0774-31-1122
0774-20-0012
0774-20-0006
0774-66-2994
0774-24-1885
0774-43-8952
0774-22-4521
0774-38-2477
0774-41-6500
0774-31-5237
0774-28-3101
0774-48-3301
0774-20-0255
0774-43-0218
0774-33-2828
0774-38-2211
0774-21-2063
0774-21-3934
0774-21-1731
0774-20-2900
0774-33-1717
0774-66-3581
0774-54-0148
0774-52-7772
0774-52-0441
0774-53-7183
0774-54-1113
0774-52-2479
0774-54-5900
0774-66-1252
0774-53-3735
0774-66-4308
0774-55-1937
0774-53-4970
0774-56-5330
0774-52-1428
0774-52-0065
0774-55-0633
0774-56-8688
075-468-3712
075-983-1718
075-971-0033
075-982-8181

（公表に同意している医療機関を掲載）

京都府・京都市 風しん抗体検査実施 医療機関名簿
（R4.5.9現在）
医療機関名
医）医聖会 京都八幡病院
工藤内科クリニック
医）小糸医院
下野医院
たまがきあやこキッズクリニック
医）となみクリニック
医）みよし内科・消化器科
医）やすだこどもクリニック
医）渡部医院
医）翔裕会 あめの医院
医）石鎚会 石丸医院
医）井出産婦人科
医）新生会 伊原内科医院
うえむら内科医院
岡本医院
医）おかもと医院
川東整形外科
医）石鎚会 京都田辺中央病院
たけむらクリニック
田畑医院
ちゅうしょクリニック
医)翔隆会 寺島クリニック
医)石鎚会 同志社山手病院
西村外科医院
医）新田クリニック
医）浜口キッズクリニック
医)石鎚会 松井山手クリニック

所在地

電話番号

八幡市川口別所61
八幡市橋本東原59-8
八幡市男山金振20-20
八幡市八幡平谷27
八幡市欽明台中央1-5
八幡市八幡樋の口3-5
八幡市八幡柿ヶ谷11-2
八幡市欽明台西15-6
八幡市男山八望3-1
京田辺市河原神谷8-12
京田辺市興戸南落延23
京田辺市東西神屋43
京田辺市松井ヶ丘4丁目3-16
京田辺市興戸東垣内85-5
京田辺市草内穴口7
京田辺市大住大欠7-1
京田辺市薪茶屋前31
京田辺市田辺中央6丁目1-6
京田辺市田辺中央4丁目2-15
京田辺市薪小欠21
京田辺市山手西2-2-10 日東センタービル2F
京田辺市河原御影30-40
京田辺市同志社山手2-2
京田辺市大住ケ丘1-16-3
京田辺市山手東1丁目6-2 ハチセンビル2号館1F
京田辺市松井ヶ丘3丁目1-9
京田辺市山手東2丁目3 D-101

075-971-2001
075-982-0151
075-983-5110
075-981-0030
075-205-1646
075-633-5565
075-981-6860
075-971-1102
075-982-2525
0774-68-5050
0774-62-2255
0774-65-4433
0774-62-6448
0774-79-0114
0774-63-5775
0774-64-7380
0774-64-7211
0774-63-1111
0774-64-7870
0774-65-4728
0774-68-1002
0774-63-2334
0774-63-1113
0774-62-3633
0774-62-1120
0774-68-1581
0774-63-1115
0774-66-7971
0774-62-0775
0774-62-6792
0774-64-0770
0774-62-0051
0774-46-3160
0774-45-1280
075-874-6223
0774-44-4133
0774-82-2057
0774-82-2262
0774-88-1031
0774-88-5889
0774-73-5888
0774-72-0055
0774-71-8212
0774-76-5310
0774-39-3999
0774-76-7126
0774-76-7100
0774-73-2554
0774-72-0130
0774-71-8163
0774-72-0235
0774-73-0255
0774-72-9090
0774-71-5400
0774-73-2335
0774-72-5860
0774-73-0440
0774-72-2747
0774-75-2650
0774-75-2259

医)宏心会 まつまえ循環器内科クリニック 京田辺市三山木中央4丁目2-8 三山木クリニックモール1F

三村小児科医院
医）八木医院
私立山手中央診療所
芳野医院
医）おおむら医院
勘田内科医院
くわはら内科
たえ子耳鼻咽喉科めまいクリニック
医）岡林医院
水野クリニック
有田医院
医)どろんこ会 山口医院
あさの内科クリニック
医）飯田医院
いしわりこどもクリニック
一瀬医院
いわたレディースクリニック
岡村耳鼻咽喉科医院
小川医院
医）小堤医院
河村医院
医）メディカル．ウエルフェアー きゅうまウイメンズクリニック

京都山城総合医療センター
くろだクリニック
医）小出医院
つなもと医院
医）長井小児科医院
医）錦見医院
橋本医院
華クリニック
医）ふるかわ医院
松尾クリニック

京田辺市河原食田10-5
京田辺市大住ヶ丘3丁目17-3
京田辺市山手南1丁目3-1
京田辺市大住関屋7-6
久世郡久御山町佐古内屋敷61-1
久世郡久御山町林宮ノ後36-8
久世郡久御山町北川顔村西6-2
久世郡久御山町栄4丁目1－51
綴喜郡井手町井手里2-1
綴喜郡井手町多賀内垣内10
綴喜郡宇治田原町緑苑坂3-7
綴喜郡宇治田原町銘城台7-1
木津川市木津川台7丁目1-3
木津川市木津町瓦谷56
木津川市州見台8丁目4-10
木津川市南加茂台5丁目10-10
木津川市相楽台1-1-1 イオン高の原ショッピングセンター3F

木津川市南加茂台9丁目19-2
木津川市南加茂台9丁目17-2
木津川市州見台3丁目8-5
木津川市相楽台2-2-15
木津川市州見台7丁目1-28
木津川市木津駅前一丁目27
木津川市城山台７－４３－３
木津川市兜台7丁目5-9
木津川市兜台３-３-１
木津川市木津殿城66-6
木津川市相楽台9丁目3-7
木津川市木津清水89
木津川市兜台4丁目3-9
木津川市木津町吐師宮ノ前15－18
木津川市州見台5丁目21-4

（公表に同意している医療機関を掲載）

京都府・京都市 風しん抗体検査実施 医療機関名簿
（R4.5.9現在）
医療機関名
医）松森内科医院
医）柳沢診療所
山口医院
やました小児科医院
山本医院
医）吉村医院
医）若菜医院
医）伊左治医院
医）南医院
柳沢活道ケ丘診療所
和束町国民健康保険診療所

所在地

木津川市木津川原田27-3
木津川市山城町上狛東作り道5-1
木津川市加茂町里南古田134
木津川市兜台7丁目10-7
木津川市南加茂台9-19-7
木津川市加茂町駅東2丁目6-12
木津川市山城町椿井舟戸27-1
相楽郡笠置町笠置隅田17
相楽郡和束町大字中小字平田27-1
相楽郡和束町白栖南半田12
相楽郡和束町大字南小字川口44
医）創愛会 えくにレディスクリニック 相楽郡精華町精華台3丁目12-2
相楽郡精華町桜が丘3-2-1 エスペロ－マ高の原ウエスト1番館１F
おく内科医院
医）医聖会 学研都市病院
相楽郡精華町精華台7丁目4-1
医）翠樹会 岸田内科医院
相楽郡精華町精華台2丁目17-10
くわはらこどもクリニック
相楽郡精華町精華台4-21-14
コマダ診療所
相楽郡精華町大字菱田小字宮川原10
下里医院
相楽郡精華町山田下川原22-2
精華町国民健康保険病院
相楽郡精華町祝園砂子田7
医）平田内科医院
相楽郡精華町光台7丁目14-３
藤木医院
相楽郡精華町祝園西一丁目24-15
医）健聰会 藤村医院
相楽郡精華町祝園砂子田2-1
芳川医院
相楽郡精華町桜が丘3-24-7
医）竹澤内科小児科医院
相楽郡南山城村北大河原殿田106
医）飯野小児科内科医院
亀岡市南つつじヶ丘大葉台2丁目44-1
内科・婦人科石﨑医院
亀岡市古世町1丁目4-5
いわもと内科外科医院
亀岡市千代川町今津1丁目5-3
医）上原医院
亀岡市西町37
医）柿花診療所
亀岡市薭田野町柿花畑ヶ中17
医）加藤医院
亀岡市篠町見晴6丁目14-6
亀岡市立病院
亀岡市篠町篠野田1-1
医）亀岡病院
亀岡市古世町3丁目21-1
医)コサカ小児科・糖尿病内科医院 亀岡市古世町西内坪32-１ ラポール2F
小牧産婦人科医院
亀岡市曽我部町南條3-3
医）さとう医院
亀岡市千代川町高野林西ノ畑27
調 内科整形外科医院
亀岡市大井町並河2丁目13-11
医）田村産婦人科医院
亀岡市安町野々神28
十倉佳史胃腸内科クリニック
亀岡市南つつじヶ丘大葉台2丁目28－2
内科クリニック 西垣医院
亀岡市古世町2-6-6
医)博吾会 ひがしはら内科眼科クリニック 亀岡市北町57-13
ひわたし耳鼻咽喉科クリニック
亀岡市篠町浄法寺中村39-１
ふくい内科クリニック
亀岡市篠町馬堀駅前1-6-1
ふくしま内科医院
亀岡市旅籠町25
山川医院
亀岡市北古世町1丁目21-1
医）芽生会 山口マタニティクリニック 亀岡市篠町馬堀駅前2－4－7
医）川西診療所
南丹市園部町宮町36
きむら診療所
南丹市八木町西田小字北条30-2
京都中部総合医療センター
南丹市八木町八木上野25
高屋こども診療所
南丹市園部町小山東町平成台1号5-1
冨井内科医院
南丹市園部町横田3号151
西田医院
南丹市園部町美園町3-3
藤岡五ヶ荘診療所
南丹市日吉町四ツ谷堂中25
南丹市国民健康保険南丹みやま診療所 南丹市美山町安掛下8
山田医院
南丹市八木町八木鹿草34
医）吉田医院
南丹市日吉町殿田尾崎8
医）吉田小児科内科医院
南丹市園部町上木崎町寺ノ下27-８
国保京丹波町病院
船井郡京丹波町和田大下28
国保京丹波町病院 和知診療所 船井郡京丹波町本庄今福5
松原医院 ※
船井郡京丹波町下山野丸106-108

電話番号
0774-73-0669
0774-86-2051
0774-76-0505
0774-73-6873
0774-76-4856
0774-76-8424
0774-86-2064
0743-95-2031
0774-78-4103
0774-78-3334
0774-78-2024
0774-95-9168
0774-72-7023
0774-98-2123
0774-95-1771
0774-98-2788
0774-93-1787
0774-72-1212
0774-94-2076
0774-95-3400
0774-94-2006
0774-94-5770
0774-71-0014
0743-93-0808
0771-25-0015
0771-25-6045
0771-21-1050
0771-22-0347
0771-25-1700
0771-24-5903
0771-25-7313
0771-22-0341
0771-29-2662
0771-22-1054
0771-25-8851
0771-23-8943
0771-24-3151
0771-23-5001
0771-22-7573
0771-55-9860
0771-21-3387
0771-29-1291
0771-25-9116
0771-25-0777
0771-22-3518
0771-62-0139
0771-43-0860
0771-42-2510
0771-68-1155
0771-68-2550
0771-68-1105
0771-73-0203
0771-75-1113
0771-42-2306
0771-72-0022
0771-63-1458
0771-86-0220
0771-84-1112
0771-83-1010

（公表に同意している医療機関を掲載）

京都府・京都市 風しん抗体検査実施 医療機関名簿
（R4.5.9現在）
医療機関名
あだち小児科クリニック
医）足立医院
医）岩坪医院
医）大西内科医院
医）慈光会 岡本産婦人科
川口診療所
医)福冨士会 京都ルネス病院
こどもクリニック にっしんどう
小山医院
医)柴田医院
医)高尾医院
医）竹下医院
医）正仁会 土佐医院
西垣内科医院

所在地

福知山市駅南町1-289
福知山市字上新33-2
福知山市前田新町182
福知山市字堀1306-2
福知山市末広町3丁目12
福知山市字野花868
福知山市末広町4-13
福知山市字中ノ202
福知山市猪崎647
福知山市大池坂町66
福知山市夜久野町井田583
福知山市字天田193-2
福知山市西本町154-2
福知山市夜久野町額田1393-1
社)京都保健会 ふくちやま協立診療所 福知山市字土１
市立福知山市民病院
福知山市厚中町231
市立福知山市民病院大江分院 福知山市大江町河守180
医）福仁会 古川医院
福知山市字裏ノ86（南栄町）
医）松山内科循環器科医院
福知山市字内記41-6
由良産婦人科石原分院
福知山市石原1丁目15
医）静寿会 渡辺医院
福知山市字牧490
綾部市立病院
綾部市青野町大塚20-1
医）綾冨士会 綾部ルネス病院 綾部市大島町二反田7-16
大久保医院
綾部市本町8丁目115
社）京都保健会 京都協立病院 綾部市高津町三反田1
白波瀬医院
綾部市岡町鳥居27-3
医）安村外科内科診療所
綾部市井倉町大将軍37
由良産婦人科・小児科医院
綾部市本町1丁目20
医）横山医院
綾部市若松町庵ノ上58-10
医）泰山会 あいおい橋四方クリニック 舞鶴市下安久978-15
医）青葉診療所
舞鶴市行永東町26-6
あらが湾岸クリニック
舞鶴市字浜2001-4
医）荒木クリニック
舞鶴市字京田18-1
医）悠慈会 指宿医院
舞鶴市七条中町5-1
大西医院
舞鶴市字浜181
医）大橋医院
舞鶴市字余部上186
鹿野医院
舞鶴市丸山口町62
医）鶴洋会 河﨑内科
舞鶴市字引土295
医）岸本病院
舞鶴市字浜1131
医）信天翁会 澤田医院
舞鶴市字浜260
隅山医院
舞鶴市松陰5-4
曽我内科医院
舞鶴市矢之助町32-18
医）たなか内科クリニック
舞鶴市字竹屋8
医）鳥井医院
舞鶴市字倉谷1675
西川医院
舞鶴市字市場8
医）肥後内科医院
舞鶴市字浜813
医）堀澤医院
舞鶴市字浜1143
国家公務員共済組合連合会 舞鶴共済病院 舞鶴市字浜1035
社）京都保健会 まいづる協立診療所 舞鶴市上安199-30
むちキッズクリニック
舞鶴市浜451-2
味見診療所
宮津市吉原2596
今出クリニック
宮津市柳縄手325－6
岡所・泌尿器科医院
宮津市惣387
医）佐藤医院
宮津市字京街道231
医）中川医院
宮津市字漁師1673-1
医）中川内科・小児科クリニック 宮津市鶴賀2074-21
日置診療所
宮津市字日置1238-4
府中診療所
宮津市字江尻245-1
宮地医院
宮津市波路2355-1

電話番号
0773-25-0055
0773-22-3695
0773-27-7933
0773-22-3620
0773-22-4319
0773-33-3670
0773-22-3550
0773-25-3125
0773-23-7715
0773-27-0101
0773-37-0020
0773-22-2675
0773-23-6115
0773-37-0127
0773-20-2666
0773-22-2101
0773-56-0138
0773-22-4578
0773-22-2889
0773-27-7198
0773-33-3810
0773-43-0123
0773-42-8601
0773-42-1190
0773-42-0440
0773-43-0177
0773-40-2210
0773-42-2528
0773-42-1073
0773-76-3550
0773-63-7756
0773-65-2014
0773-77-1700
0773-62-0334
0773-62-0116
0773-62-0397
0773-63-5453
0773-75-1084
0773-62-0118
0773-62-1399
0773-75-1298
0773-62-0634
0773-78-2123
0773-75-3111
0773-63-3222
0773-62-0359
0773-62-3590
0773-62-2510
0773-76-7883
0773-62-0309
0772-22-5120
0772-22-2767
0772-22-8511
0772-22-2212
0772-22-7565
0772-20-3838
0772-27-1006
0772-27-2577
0772-22-0580

（公表に同意している医療機関を掲載）

京都府・京都市 風しん抗体検査実施 医療機関名簿
（R4.5.9現在）
医療機関名
宮津市由良診療所
医）山根医院
医）上田医院
京丹後市国保直営 大宮診療所
京丹後市国保直営 間人診療所
京丹後市立久美浜病院
京丹後市立弥栄病院
新谷医院
医)三青園 たちばな診療所
財）丹後中央病院
医）三青園 丹後ふるさと病院
医）中江医院
伊根町国民健康保険 伊根診療所
伊根町国民健康保険 本庄診療所
医）いとうクリニック
医）伊藤内科医院
岩破医院
医）仁壽会 いわさく診療所
医）大森内科診療所
木村内科クリニック
医）南斗六星会 須川医院
鳥居クリニック
医）日置医院
やまぞえこどもクリニック

所在地
宮津市由良761-1
宮津市鶴賀2070-12
京丹後市網野町網野323
京丹後市大宮町河辺2342
京丹後市丹後町間人1699
京丹後市久美浜町161
京丹後市弥栄町溝谷3452-1
京丹後市峰山町杉谷979-4
京丹後市網野町浜詰263-1
京丹後市峰山町杉谷158-1
京丹後市網野町小浜673
京丹後市峰山町白銀906
与謝郡伊根町字日出646
与謝郡伊根町字本庄1019-1
与謝郡与謝野町字男山140-8
与謝郡与謝野町算所384-4
与謝郡与謝野町字算所112
与謝郡与謝野町字四辻759
与謝郡与謝野町字弓木1528-2
与謝郡与謝野町字後野643-7
与謝郡与謝野町下山田98-１
与謝郡与謝野町字三河内1414
与謝郡与謝野町加悦435-1
与謝郡与謝野町岩滝2030

※印は京都府民（京都市民を除く）のみ対象です

電話番号
0772-26-9300
0772-20-1541
0772-72-0053
0772-68-0555
0772-75-0210
0772-82-1500
0772-65-2003
0772-62-0592
0772-74-1301
0772-62-0791
0772-72-5055
0772-62-0266
0772-32-0007
0772-33-0114
0772-46-3553
0772-42-2426
0772-42-2425
0772-42-3018
0772-46-5632
0772-43-2134
0772-44-3070
0772-44-1730
0772-42-2653
0772-46-3028

