
野田市公告 第２２９号

令和４年度高齢者等インフルエンザ予防接種の実施について

予防接種法第５条の規定による次の予防接種を実施するので、同法施行令第

５条の規定により公告する。

令和４年９月３０日

野田市長 鈴 木 有

１ 予防接種の種類

高齢者等インフルエンザ予防接種

２ 対象者の範囲

(1) 接種日に 65 歳以上となる者

(2) 接種日に 60 歳以上 65 歳未満の者であって、心臓、腎臓若しくは呼吸

器の機能に自己の身辺の日常生活活動が極度に制限される程度の障がい又

はヒト免疫不全ウイルスにより免疫の機能に日常生活がほとんど不可能な

程度の障がいを有する者

３ 自己負担金

１，０００円

４ 予防接種を行う期間及び場所

令和 4年 10 月 １日から令和 5年 1月 31 日まで

ただし、千葉県定期予防接種相互乗り入れ事業により、県内他市町村の

指定医療機関実施の場合は、令和 4年 10 月１日から令和 4年 12 月 31 日

まで

予防接種法施行令第４条に基づき、予防接種の実施に関し協力する旨を承

諾した医師が所属する野田市内指定医療機関又は野田市外契約医療機関

５ 注意事項

(1) 接種不適当者

①本人の接種意思を確認できない方

②接種当日明らかな発熱を呈している方（37.5℃以上）

③重篤な急性疾患にかかっていることが明らかな方



④予防接種の接種液の成分によって、アナフィラキシーショック（じん

ましん、呼吸困難、血管浮腫等）を起こしたことが明らかな方

⑤インフルエンザの予防接種で、接種後２日以内に発熱の見られた方及

び全身性発疹等のアレルギーを疑う病状を呈したことがある方

⑥上記に掲げる方のほか、予防接種を行うことが不適当な状態と判断し

た方

(2) 接種要注意者

①心臓血管系疾患、腎臓疾患、肝臓疾患、血液疾患、発育障害等の基礎疾

患を有する者

②過去にけいれんの既往のある方

③過去に免疫不全の診断がなされている者及び近親者に先天性免疫不全

症の者がいる者

④間質性肺炎、気管支喘息等の呼吸器系疾患を有する方

⑤本剤の成分に対してアレルギーを呈するおそれのある者



医療機関名 所在地

青木クリニック 東宝珠花３６１ 青木　道夫

あらい内科クリニック 野田１２２６ 荒井　政光

あら山こどもクリニック
七光台４－２
イオンタウンメディカルモール２Ｆ

荒山　隆

石井医院 野田４５ 山口 文雄　 山口　仁美

いちおか眼科 野田787-3 iプラザ３F 市岡　弘光 森田　一之

うちだ内科クリニック 蕃昌２５０－２ 内田　芳信

梅郷痛みと内科のクリニック
山崎１８５０－１
梅郷メディカルプラザ１Ｆ

仲田　房蔵 佐藤　直昭

梅郷整形外科クリニック 山崎２７８５ 川上　和夫 米満　祐一 寺田　秀人 伊藤　吉賢 市原　理司 幡野　左巳依 小林　望 大堀　正明

うめさと皮フ科クリニック
山崎１８５０－１
梅郷メディカルプラザ２Ｆ

小笠　伸二

小池　健 新村　ヨシオ 菊池　優 出井　恒規 稲本　淳子 小松　隆 常岡　俊昭 吉田　秀明 大坪　天平 前田　弘子 西山　華 原　愼 五十嵐　礼子

安谷屋　亮太 加藤　幸恵 淡路　幸央 澁谷　唯子 藤原　通博

エミング野田クリニック
(往診患者のみ)

宮崎８１－６ 中泉　聡志

大槻医院 岩名１－１７－２ 清水　しほ

岡田小児科医院 野田６５４ 岡田　一芳 岡田　創

岡田　吉郎 高橋　正 池田　千佐子 竹林　佑人 齋藤　眞行 黒田　優実 永山　有希 斎藤　友貴 長田　紀大 高橋　史行 大島　啓亮 岡田　安郎 井原　裕

石黒　芽意 宇田川　正子 宿澤　弘子 岡田　啓太郎 栗山　祥子 増田　孝一 廣瀬　匠 前嶋　仁 神後　宏一

奥野循環器科クリニック 山崎１６４９－３ 奥野　隆久

尾崎台クリニック 尾崎台１４ 深瀬　知之

小澤医院 野田１５ 小澤　克之助

門倉医院 上花輪６２８－１ 門倉　茂樹 門倉　正樹 松本　匡史

川間春日町整形外科小児科クリニック 春日町２５－３０ 外川　誠一郎 宮川　政昭 小野瀬　祐太

三上　繁 池田　達宜 川口　米栄 池田　和大 白崎　圭輔 高石　慎也 東川　尚人 斉藤　聡志 志村　暢紀 猪谷　亮介 飯田　哲弘 小池　建吾 和田　昇悟

久保田　芳郎 猪股　兼人 長谷川　翔一 池本　真紀子 住田　孝之 坂下　孝太郎 小松　禎子 佐藤　慧吾 新野　智 東本　杏一 宮崎　玄亮 小黒　亮史 酒井　千香子

秋本　政秀 平井　千順 尾崎　公輔 田中　寛来 津島　里奈 遠藤　朝則 神山　翔 佐藤　亮太 北山　貴章 下鑪　秀徳 今村　泰崇 仁禮　貴子 田村　洋平

清水　史郎 大西　和彦 赤木　美智男 神田　恵津子 永田　怜子 野口　大亮 白木　雄一郎 酒井　晋介 近藤　祐地 高木　正道 山﨑　正志 菰田　文武 和地　亮門

大和　睦実 土屋　天文 廣瀬　宏之 細井　洋平 今村　隆明 河野　慶子 和泉　研太 菅谷　久 落合　直之 小西　理沙 辻野　昭平 朝田　智之 岸谷　憲二郎

渡邊　悠人 高野　倫嘉 藤澤　佑介 六郷　貴裕 宮武　和正 本郷　智拡 野内　隆治 大西　信三 市原　靖子 佐藤　栄一 篠田　啓 鷺坂　誠宏 藤尾　圭

大野　則彦 佐々木　信和 吉岡　友和 皆川　英之 大木　孝之 手島　太郎 田中　大貴 小岩　由紀子 山本　洋平 齋能　和輝 須藤　彰仁 三谷　優季 佐山　貴範

小松　孝昭 木村　美和 田中　潤一郎 堀内　咲由莉 堤　亮介 秋津　憲佑 東光　裕史 土肥　容子 石田　和也 伊上　優子 平　哲郎 山本　恵理子 吉田　香苗

岩城　拓弥 藤井　陽一 田中　紘司 川崎　健史 中澤　圭史 土田　敬介 宮崎　亮一郎 横須賀　愛恵 渡邉　琢麿 牧　克樹 工藤　考将 山崎　慎太郎 横山　雄一郎

萩原　晋也

木野崎病院 木野崎１５６１－１ 北尾　淑惠 桐野　創 笹平　夏代 深瀬　清二 上山　岳彦 彌富　泰佑 新美　麻由美

江医院 柳沢５４－１６ 江　修博

光葉町クリニック 光葉町１－６ 宇野　秀之 尾上　彰則 横堀　雄太 長澤　芳哉 千葉　文博 塚田　弘樹 福田　臨太郎

こだま泌尿器科クリニック 山崎新町２－１１ 児玉　雅仁

小林医院 中野台１８３ 小林　教雄

清水　潤 立川　裕一郎 大幸　英至 相馬　大鋭 丸島　愛樹 谷本　浩二 中村　俊祐 永井　直 松本　光司 佐藤　克彦 土橋　信之 坂本　透 平山　美歩

永川　祐三 高田　夏彦 鈴木　貴士 及川　昇 菅原　隆 李　賢鎬 山岸　俊介 芦刈　大作 花島　麻紀 葉山　惟大 榎本　郁子 檜澤　伸之 原田　拓弥

上久保　佑太 徳橋　泰明 平島　修 田杭　具視 伊藤　礼 高瀬　公陽 副島　一孝 竹内　雅臣 秋本　高義 清水　学 小山　翔平 張　英士 山口　太平

高橋　悟 荒井　秀仁 小松　太一 近江　淳平 高馬　將郎 小林　直樹 竹内　優太 市来　健二 長坂　祐希 今清水　恒太 網代　泰充 梅田　聡太 前田　健二郎

蔵　良政 河野　玄太 平方　仁 横山　勝章 塩澤　利博

小張 力 吉橋　廣一 飯塚　弘隆 井澤　智彰 横山　武史 藤野　一成 松尾　周也 岩永　伸也 徳田　直子 金井　優典 藤原　里紗 竹田　純 松岡　正造

冨岡　一幸 近藤　享子 福原　尚基 山下　加美 木村　友紀 中川　龍星 中尾　準三 小沼　邦之 有馬　秀隆 木下　智則 飯田　洋司 牧野　真太郎 八橋　透

新野　智 川上　毅 岩田　人美 和田　玲子 永野　喜信 中村　友哉 古川　稔樹 矢島　和 長谷川　意純 守尾　篤 島貫　洋太 牧嶋　信行 菅原　修

北條　史彦 佐藤　直昭 福岡　眞梨 河添　啓介 島本　直明 野田　万里子 松田　光生 真秀　俊成 砥出　康平 岡田　安弘 布瀬　史哉 寺尾　泰久 北川　順久

令和4年度　高齢者等インフルエンザ予防接種実施医療機関　

令和4年9月20日現在

接種医師名

江戸川病院 山崎２７０２

岡田病院 柳沢２２１

小張総合クリニック 横内２０－１

小張総合病院 横内２９－１

キッコーマン総合病院 宮崎１００



医療機関名 所在地 接種医師名

渡辺　修一 藤森　広幸 田口　真人 竹村　大輝 藤井　勇士 藤井　亮太 辻沢　容彦 吉井　克己 高野　信也 大島　正行 稲村　順二

さいとう眼科
七光台４－２　
イオンタウンメディカルモール２階

齊藤　弘明

さえぐさ医院 山崎１３８５－１ 三枝　誠一郎

桜台診療所 桜台２４－２コージークリニックモール０１ 小島　昌也

さくらの里消化器内科クリニック 桜の里２－６－５ 村松　雄輔 村松　愛

しばやま整形外科 瀬戸１２－１ 柴山　通

新村医院 瀬戸８４ 新村　秀樹 新村　興平

杉崎クリニック 宮崎５６－２３ 杉崎　聰一

鈴木医院 野田２９３ 鈴木　英夫

スズキ皮フ科内科クリニック 中根３６－１イオンノア３F 鈴木　隆一

関根医院 尾崎８４０－２７ 関根　万喜男 関根　通子 関根　世師

関宿いちおか眼科 木間ケ瀬２１４７－１ 森田　一之

関宿中央医院 木間ケ瀬２４２３－１ 善方　淑子 善方　正一 善方　啓一郎

瀬戸クリニック 瀬戸１７９－９ 新村　美津子

冨永　喜寛 山田　斎毅 紀伊　寿彦 山本　麻子 髙野　祐樹 前田　和雄 四柳　聡子 菊池　哲 林　豊 松本　龍貴 中川　直哉 鈴木　健太 冨田　良啓

梅田　裕 小林　雅裕 福島　元太郎 三吉　健太 坂本　貴優 西島　郁乃 中村　雄 松本　萌 権　英毅 永川　裕一 筋野　博喜

豊泉医院 尾崎８１５－２ 豊泉　茂

中本医院 上花輪８６１ 中本　雅久

七光台クリニック 光葉町１－８－６ 岡田　安郎 高橋　史行

七光台内科外科
七光台４－２
イオンタウンメディカルモール２Ｆ

柴田　陽一 豊田　真之

ながせ耳鼻咽喉科 春日町１４－７ 永瀬　大 中村　泰介　 富田　亜紀子 小林　斉 成川　陽一郎 日比　裕之 池谷　洋一 江川　俊哉 志村　智隆

野田中央病院 二ツ塚１４８ 八木　正晴 林　大三 小澁　敬治 飯田　祥一 大泉　厚子 中原　保太郎

野田南部診療所 山崎１７３７－２ 下　正宗 道下　和也 黒野　晴子 栄原　智文 久保　昌之

金本　秀之 田岡　和城 市川　一仁 奥村　宏康 樋口　明宏 東　陽一郎 中嶋　荘太郎 若松　弘之 平林　源希 杉田　佑伊子 宮村　洸輔 嶋村　洋介 松崎　遼

白井　よんえ 金子　奉暁 周郷　延雄 川崎　宗泰 三浦　康之 月館　利治 堀　裕一 李　新一 内田　優一 水上　智 齊藤　夕香 杉山　夏来 塩見　怜子

内田　博 久保田　健之 長島　俊介 池田　裕一 山下　博司 入江　洋一 伊部　謙吾 角田　朗 西永　正典 松本　浩 築野　和男 山崎　信人 山本　真紗子

伊藤　正明 平石　千佳 保坂　浩加 佐野　太郎 児玉　美佳 小此木　真一 森本　信二 長谷川　愛梨 松本　拓也 松澤　宏典

野田ライフケアセンタークリニック 野田８４０ 岡村　教生 山内　俊忠 山下　加美 冨岡　一幸

はしもと整形外科クリニック 橋本　智久

はたのこどもクリニック みずき２－１４－４ 畑野　秀樹

花井クリニック 花井２４９－５ 谷口　勲 谷口　裕子 谷口　洋

前田　清貴 深瀬　裕 田中　道人 西川　俊郎 平安　良博 小竹　茂 南家　由紀 宮入　太朗 小川　隆一 水野　謙太 小山　雄三 田代　茂 於川　通隆

寺内　剛 澤浦　宏明 阿久根　透

皮膚科東武川間 尾崎８４０－６玉の家第一ビル３Ｆ 藤岡　祐子

山縣医院 堤台５２－２ 山縣　仁

やまかわ内科・神経内科クリニック 山崎新町２－１１ 山川　一夫

山﨑外科内科 清水４１９ 正田　暢 山崎　震一 伴野　昌厚

ライフワンホームクリニック 七光台351-33バディマンション七光台1F 加瀬　肇 柿木　賢太郎

東葛クリニック野田 吉春２１１

野田病院 中里１５５４－１

東葛飾病院 中戸１３


