
県中 高齢者の肺炎球菌感染症予防接種が受けられる医療機関 H30.4.16現在

市町村 医療機関名 所在地 電話番号

あさかの杜クリニック 郡山市安積町成田字漆山50 024-937-3151

山口内科クリニック 郡山市安積町荒井字萬海83-1 024-973-6866

うじいえ内科クリニック 郡山市大槻町字広町26-7 024-961-7888

うさみ内科 郡山市大槻町三角田88-2 024-961-1114

たるかわクリニック 郡山市御前南一丁目13 024-966-3311

すがのクリニック 郡山市御前南六丁目16 024-966-3300

おざわ整形外科クリニック 郡山市御前南六丁目141 024-966-2811

東原クリニック 郡山市喜久田字前北１７－１ 024-925-1616

ぐっすりーぷクリニック 郡山市喜久田町字遠北原7-5 024-927-8776

南川渓谷診療所 郡山市久留米四丁目9-1 024-937-0015

柴宮整形外科クリニック 郡山市久留米六丁目164-1 024-946-4838

くわのすずき内科クリニック 郡山市桑野４－１０－６ 024-991-5700

半澤医院 郡山市湖南町福良字町浦100 024-983-2150

いちろうクリニック 郡山市小原田三丁目7-14 024-944-1088

桑野協立病院 郡山市島２－９－１８ 024-933-5422

まつもと内科クリニック 郡山市田村町金屋マセ口４－１ 024-953-7412

やまぐち整形外科クリニック 郡山市田村町金屋字マセロ5-1 024-926-0075

たかはし内科・眼科クリニック 郡山市鶴見坦一丁目９－１３ 024-923-0161

下地脳神経内科 郡山市堤一丁目84 024-962-7751

奥羽大学歯科部附属病院 郡山市富田町字三角堂31-1 024-932-9274

モミの木クリニック 郡山市鳴神一丁目１－１ 024-926-0131

すずきクリニック 郡山市富久山町久保田字伊賀河原12 024-925-0860

えんどう内科クリニック 郡山市冨久山町久保田字伊賀河原75-2 024-983-8327

あまら整形外科 郡山市富久山町久保田伊賀河原9-1 024-953-7257

小池消化器科・内科クリニック 郡山市富久山町八山田字追越１２－１ 024-991-4855

内科・ﾘｳﾏﾁ科大口クリニック 郡山市麓山二丁目11-26 024-927-8588

ほし横塚クリニック 郡山市横塚二丁目２０－３６ 024-956-7778

クリニック光の森 郡山市横川町字遠後30-1 024-983-7331

池ノ台クリニック 郡山市池ノ台3-1 024-939-3399

介護老人保健施設オリオン 郡山市片平町字峯三天2 024-952-6413

めらクリニック 郡山市御前南三丁目201 024-962-0038

おおがクリニック 郡山市片平町字出磬東５－５ 024-962-0600

南東北第二病院 郡山市八山田六丁目95 024-932-0503

土屋病院 郡山市山崎７６－１ 024-932-5425

増戸医院 郡山市逢瀬町多田野字久保田10-1 024-957-3308

岡沼内科・往診クリニック 郡山市安積三丁目349-1 024-937-6030

池田内科医院 郡山市安積町荒井字下北井前４３-５ 024-946-3251

本間医院 郡山市安積町荒井字柴宮山55-68 024-945-1500

あさか野泌尿器透析クリニック 郡山市安積町荒井字太夫場加47−5 024-983-1560

村上整形外科 郡山市安積町荒井字打登喜34-1 024-945-8577

南インター通りクリニック 郡山市安積町荒井字念仏段１８-２ 024-954-7102

介護老人保健施設啓寿園 郡山市安積町笹川字経坦31 024-946-6145

あさかホスピタル 郡山市安積町笹川字経坦４５ 024-945-1701

渋谷クリニック 郡山市安積町成田字西畑１３-１ 024-947-2122

坪井病院 郡山市安積町長久保一丁目10-13 024-946-0808

あさか内科クリニツク 郡山市安積町長久保一丁目１-５ 024-937-3939

宮田泌尿器科 郡山市安積町長久保一丁目4-2 024-945-8101

岡崎産婦人科 郡山市安積二丁目３３５ 024-945-8080

寿泉堂綜合病院 郡山市駅前一丁目１-１７ 024-932-6363

石橋医院 郡山市駅前一丁目14-16 024-922-2882

介護老人保健施設光の森 郡山市横川町字遠後50-1 024-956-8100

さかえ内科クリニック 郡山市横塚2-15-6 024-941-2202

折笠医院 郡山市横塚六丁目１０-１８ 024-944-1199
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ファミリークリニックさとう 郡山市開成五丁目１２-２ 024-932-1390
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よしじまクリニック 郡山市開成四丁目9-17 024-925-7177

菁莪堂　栗山医院 郡山市開成二丁目23-23 024-923-5038

山田内科クリニック 郡山市開成二丁目７-８ 024-933-7502

せいの内科クリニック 郡山市開成六丁目１９２-２ 024-983-1024

喜久田クリニック 郡山市喜久田町堀之内字南椚内８-１０ 024-963-1601

さくまファミリークリニック 郡山市亀田１-５１-１２ 024-927-5530

大山内科クリニック 郡山市久留米三丁目１２６-１ 024-937-0530

塚原産婦人科内科外科医院 郡山市桑野二丁目３４-１２ 024-922-5789

鈴木医院（湖南） 郡山市湖南町舘字伊勢ノ前1237-5 024-982-2113

二瓶医院 郡山市湖南町三代字御代1250 024-982-2556

ユア・クリニックたかはし 郡山市虎丸町１-５ﾛｲﾔﾙﾗｲﾌ虎丸１階 024-990-0646

コスモス皮膚科・内科クリニック 郡山市御前南五丁目１５０ 024-962-0201

わんぱくさいとうこども医院 郡山市御前南六丁目１２２ 024-983-0189

星総合病院 郡山市向河原町１５９-１ 024-983-5511

寿泉堂香久山病院 郡山市香久池一丁目18-11 024-932-6368

大野医院 郡山市香久池二丁目１１-８ 024-933-9628

日東病院 郡山市細沼町3-6 024-932-0164

かずま医院 郡山市菜根１-１５-２ 024-934-7750

許田クリニック 郡山市菜根三丁目13-10 024-927-8711

長岐医院 郡山市菜根三丁目19-9 024-922-9415

根本クリニック 郡山市咲田一丁目5-11 024-922-9405

渡辺医院 郡山市笹川二丁目２０３ 024-945-1477

天田内科クリニック 郡山市山根町１２-２７ 024-932-3555

じんキッズクリニック 郡山市山崎305-6 024-974-2525

おおのこどもクリニック 郡山市字賀庄５４-１ 024-937-3775

トータルヘルスクリニック 郡山市字山崎１７１ 024-927-0305

郡山市医療介護病院 郡山市字上亀田1-1 024-934-1240

七ッ池クリニック 郡山市七ツ池町26-19 024-932-5304

古川内科眼科医院 郡山市小原田四丁目12-26 024-956-6500

五十嵐内科医院 郡山市小原田二丁目17-14 024-942-7755

佐藤胃腸科外科病院 郡山市図景一丁目4-6 024-922-3800

郡山病院 郡山市清水台二丁目7-4 024-932-0107

太田綜合病院附属太田西ノ内病院 郡山市西ノ内二丁目５-２０ 024-925-1188

西田診療所 郡山市西田町三町目字竹ノ内128 024-971-3763

平栗内科医院 郡山市赤木町12-15 024-924-0207

おおつきまちクリニック 郡山市大槻町字蝦夷坦６９-１ 024-961-5467

松井医院 郡山市大槻町字上町32 024-951-2085

三橋内科胃腸科クリニック 郡山市大槻町字北の林27-2 024-951-2455

植松医院 郡山市大槻町字六角北30-11 024-952-6755

中村脳神経外科クリニック 郡山市池ノ台7-24ｺ-ｾ-ﾚｼﾞﾃﾞﾝｽ1階 024-939-3001

宗像医院 郡山市中田町中津川字町田前272 024-973-2250

あさひ内科クリニック 郡山市朝日三丁目２-３３ 024-921-2525

朝日病院 郡山市朝日三丁目8-2 024-922-7527

今泉西病院 郡山市朝日二丁目18-8 024-934-1515

佐々木医院 郡山市町東一丁目１９６ 024-952-3661

海野医院 郡山市町東三丁目１００ 024-952-5738

長者２丁目かおりやま内科 郡山市長者２丁目１２−５ 024-954-6773

鶴見坦民井診療所 郡山市鶴見坦一丁目6-10 024-927-8447

介護老人保健施設紫泉の里 郡山市田村町岩作字穂多礼218 024-955-2700

田村診療所 郡山市田村町岩作字穂多礼２１８ 024-955-3128

根本内科医院 郡山市田村町金屋字マセロ40-2 024-944-6476

根本医院 郡山市田村町谷田川字北表４５ 024-955-3113

鈴木ファミリ-ｸﾘﾆｯｸ内科小児科 郡山市土瓜２-２-４ 024-952-7711
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三央医院 郡山市土瓜一丁目185 024-952-5700

てちがわら内科 郡山市島一丁目１７-３ 024-991-1177

久米こどもクリニック 郡山市島二丁目５０-１ 024-923-0585

どうまえクリニック 郡山市堂前町31-6 024-922-3699

日和田整形痛みのクリニック 郡山市日和田町字南原2-54 024-958-2100

ひわだ太田診療所 郡山市日和田町字原１２-４１ 024-968-2311

森藤医院 郡山市日和田町字山ノ井２ 024-958-4567

青山医院 郡山市日和田町字南原２-１３３ 024-958-2925

介護老人保健施設桔梗 郡山市熱海町玉川字万海田46-7 024-984-6688

太田綜合病院附属太田熱海病院 郡山市熱海町熱海五丁目240 024-984-0088

南東北がん陽子線治療センター 郡山市八山田７丁目１７２ 024-934-3888

総合南東北病院 郡山市八山田七丁目115 024-934-5322

介護老人保健施設ゴ-ルドメディア 郡山市八山田七丁目136 024-934-5530

むかわクリニック 郡山市八山田五丁目７９ 024-933-7788

南東北医療クリニック 郡山市八山田七丁目１６１ 024-934-5432

やまさわ内科 郡山市不動前一丁目３９ 024-938-4171

朝田クリニック 郡山市富久山町久保田字愛宕２３ 024-921-1866

ささうち内科クリニック 郡山市富久山町久保田字久保田112 024-933-8667

星富久山医院 郡山市富久山町久保田字久保田91-1 024-932-1608

永岡医院 郡山市富久山町久保田字上野１７-１ 024-922-2818

ひだ内科・神経内科クリニック 郡山市富久山町八山田字申田10 024-934-3899

宝沢内科クリニック 郡山市富久山町八山田字大森新田35-3 024-936-4111

渡辺栄一整形外科 郡山市富久山町八山田字追越12-17 024-926-5677

おおたけ内科外科クリニック 郡山市富久山町八山田字東平作１０-６ 024-927-1260

半田整形外科 郡山市富久山町福原字鳴伊賀62-1 024-921-6660

おおた呼吸器クリニック 郡山市富田東三丁目105 024-991-0515

さとう脳神経クリニック 郡山市富田町字稲川原77 024-990-1770

渡辺美佳子こどもクリニック 郡山市富田町字下亀田１-３５ 024-927-8622

ひろさか内科クリニック 郡山市富田町字中ノ目41 024-962-0230

さがわ内科・消化器科クリニック 郡山市富田東五丁目20番地 024-991-1733

やぎぬま心療内科 郡山市富田東三丁目188番地 024-936-7755

いがらし内科外科クリニック 郡山市並木二丁目１２-７ 024-931-3200

星ヶ丘病院 郡山市片平町字北三天7 024-952-6411

斎藤クリニック 郡山市芳賀三丁目３-２０ 024-956-3335

本町 鈴木クリニック 郡山市本町二丁目２-７ 024-922-0556

山本内科医院 郡山市本町二丁目7-15 024-933-1133

桜クリニック 郡山市名倉２４-１ 024-946-9933

介護老人保健施設コスモス通り 郡山市鳴神三丁目110 024-952-8778

郡山整形外科・リハビリテーション科 郡山市鳴神三丁目110 024-961-3338

緑ヶ丘こどもクリニック 郡山市緑ヶ丘東三丁目１-３ 024-956-6006

矢内クリニック 郡山市緑ヶ丘東三丁目1-4 024-942-0871

いしだ内科 郡山市緑町1-6 024-922-3648

今村ホームクリニック 郡山市緑町４-１２ 024-922-8999

郡山市



県中 高齢者の肺炎球菌感染症予防接種が受けられる医療機関 H30.4.16現在

(医）さいとう医院大越診療所 田村市大越町下大越字町149-1 0247-79-2266

まつざき内科胃腸科クリニック 田村市常葉町西向字米粉原8 0247-77-2870

総合南東北病院附属滝根診療所 田村市滝根町神俣字町52 0247-78-2442

(医）青山医院 田村市常葉町常葉字荒町48 0247-77-2015

(医）白岩医院 田村市常葉町常葉字内町48 0247-77-2036

(医）社団真仁会大方病院 田村市船引町大字船引字南町通111 0247-82-1117

(医）緑栄会かとうの内科クリニック 田村市船引町東部台4-81 0247-81-1388

(医）健山会船引クリニック 田村市船引町船引字砂子田42 0247-82-0137

さとう耳鼻咽喉科クリニック 田村市船引町船引字堰田82-18 0247-81-1333

秋元医院 田村市船引町船引字畑添4 0247-82-1514

(医）崇敬会清水医院 田村市船引町船引字馬場60 0247-82-3535

(医）遠藤医院 田村市船引町門沢字直道338 0247-85-2016

田村市立都路診療所 田村市都路町古道字寺下50 0247-75－2003

(医）大久保クリニック 田村市船引町字扇田211 0247-82-2555

(医）ひまわり会まつえ整形外科 田村市船引町船引字源次郎125-31 0247-81-1222

春山医院 田村郡三春町字荒町138 0247-62-3239

(医）せんざき医院 田村郡三春町字大町32 0247-61-2777

西山医院 田村郡三春町字御免町179 0247-62-2473

石川医院 田村郡三春町字中町1番地1 0247-62-2630

矢吹医院 田村郡三春町字中町28 0247-62-3015

三春町立三春病院 田村郡三春町字六升蒔50 0247-62-3131

(医）むとう整形外科クリニック 田村郡三春町大字貝山字岩田86-1 0247-61-1600

(医）のざわ内科クリニック 田村郡三春町大字貝山字岩田86-2 0247-61-1500

(医）佑和会　雷クリニック 田村郡三春町担橋2-1-2 0247-62-6333

(医）慶信會石塚醫院 田村郡小野町大字小野新町字品ノ木123 0247-72-2161

(医）杏和会かみや内科クリニック 田村郡小野町大字小野新町字宿ノ後33 0247-72-3212

公立小野町地方綜合病院 田村郡小野町大字小野新町字宿ノ後4 0247-72-3181

(医）島貫整形外科 田村郡小野町大字小野新町字中通156 0247-72-2722

(医）さいとう医院 田村郡小野町大字小野新町字中通59-1 0247-72-2500

柏原クリニック 田村郡小野町大字小野新町字八反田2-3 0247-72-3540

(医）朝陽会橋本医院 田村郡小野町大字谷津作字馬場70-1 0247-72-3711

田村市

三春町

小野町



県中 高齢者の肺炎球菌感染症予防接種が受けられる医療機関 H30.4.16現在

国立病院機構福島病院 須賀川市芦田塚13 0248-75-2131

山田クリニック 須賀川市越久字三斗内75-1 0248-63-0101

橋本医院 須賀川市越久字三斗内76 0248-75-5161

矢部医院 須賀川市大町280 0248-75-2069

大髙内科クリニック 須賀川市大町403-9 0248-75-1234

関根医院 須賀川市影沼町226-3 0248-73-1035

吉田医院 須賀川市上北町96-1 0248-76-2117

公立岩瀬病院 須賀川市北町20 0248-75-3111

あべ内科医院 須賀川市木之崎字寺前77-6 0248-69-1122

江藤医院 須賀川市小作田字荒町台36-1 0248-79-2127

石川内科 須賀川市下宿町57 0248-63-9020

太田メディカルクリニック 須賀川市諏訪町5 0248-75-2343

髙橋整形外科 須賀川市塚田142 0248-75-6131

こんの小児科 須賀川市中宿346 0248-76-5010

国分内科クリニック 須賀川市中宿445 0248-73-1155

長沼クリニック 須賀川市長沼字殿町11-3 0248-67-2930

小橋クリニック 須賀川市仁井田字大谷地172-3 0248-72-1555

池田温泉病院 須賀川市西川字隠久保136 0248-76-2133

熊田医院 須賀川市柱田字石田5 0248-65-3588

折笠クリニック 須賀川市東作146-7 0248-72-7065

春日クリニック 須賀川市東町119-2 0248-75-3551

須賀川南クリニック 須賀川市広表77-1 0248-94-8135

あづまクリニック 須賀川市前川52-1 0248-72-3755

須賀川病院 須賀川市丸田町17 0248-75-2211

小林医院 須賀川市南町30-10 0248-76-1565

黒澤医院 須賀川市森宿字鍛冶山36-10 0248-76-3388

池田記念病院 須賀川市森宿字狐石129-7 0248-75-2165

みやのもりクリニック 須賀川市森宿字横見根13-3 0248-72-1222

ブナの木内科診療所 須賀川市矢沢字天神210 0248-66-1550

渡辺内科胃腸科クリニック 須賀川市山寺町162 0248-76-5511

西間木医院 須賀川市和田字弥六内356-4 0248-76-3400

かのめガーデンクリニック 須賀川市和田字六軒173 0248-72-7211

南東北春日リハビリテーション病院 須賀川市南上町123-1 0248-63-7299

寿泉堂松南病院 須賀川市滑川字池田100 0248-73-4181

総合南東北病院附属須賀川診療所 須賀川市大袋町206-2 0248-73-3331

須賀川市
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岡ノ内クリニック 鏡石町岡ノ内306 0248-62-1112

つむらやクリニック 鏡石町鏡沼189-2 0248-62-1616

針谷クリニック 鏡石町久来石南498-3 0248-62-5200

鏡石クリニック 鏡石町本町201-3 0248-92-2113

矢吹医院 岩瀬郡鏡石町中央206 0248-62-2018

天栄クリニック 天栄村飯豊字上原32 0248-83-1090

田中医院 天栄村下松本字四十壇9 0248-82-2589

天栄村国民健康保険診療所 天栄村湯本字下原74 0248-84-2005

とりごえ整形外科クリニック 石川郡石川町大字形見字尾巻184-1 0247-26-5050

やまもと内科クリニック 石川郡石川町大字双里字白坂下75-3 0247-26-8311

添田医院 石川郡石川町大字湯郷渡字米子平192 0247-26-2538

大野診療所 石川郡石川町字下泉171 0247-26-2615

中島医院 石川郡石川町字新町46-1 0247-26-3415

石川中央医院 石川郡石川町字新町55 0247-26-2024

田中内科医院 石川郡石川町字立ｹ岡50番地 0247-26-3333

あつうみ内科医院 石川郡玉川村大字小高字中畷18-1 0247-37-1544

味原医院 石川郡玉川村大字川辺字和尚平279 0247-57-2054

ひらた中央病院附属ひらた中央クリニック 石川郡平田村大字上蓬田字大隈30 0247-25-1414

浅川町 角田内科医院胃・大腸クリニック 石川郡浅川町大字東大畑字新町10-1 0247-36-2067

古殿町 ふるどのクリニック 石川郡古殿町大字松川字林14-1 0247-32-1114

平田村

玉川村

石川町

天栄村

鏡石町


