
県北 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

おぎはら泌尿器と目のクリニック 福島市荒町2-12　ﾒﾃﾞｨｶﾙﾌﾟﾗｻﾞ昭和ﾋﾞﾙ 024-515-3717

みずの内科クリニック 福島市新町8-4　ﾌﾞﾚｽﾋﾞﾙ1F 024-526-4855

池田医院 福島市飯坂町字若葉町5-1 024-542-4084

はなひらの 福島市飯坂町平野字小深田1番地5号 024-542-8755

福島県農協会館診療所 福島市飯坂町平野字三枚長1-1 ＪＡ福島ビル１Ｆ 024-554-3488

いがらし内科・消化器内科クリニック 福島市飯坂町平野字道下9-7 024-597-8690

生協いいの診療所 福島市飯野町字後川27-2 024-562-4120

斎藤医院 福島市飯野町字町81 024-562-2026

荒井胃腸科内科 福島市泉字泉川3-1 024-558-2577

いずみさとう内科 福島市泉字清水内18-1 024-563-7573

きたむら整形外科クリニック 福島市泉字大仏20-1 024-557-8811

久津医院 福島市入江町13番3号 024-525-4561

石井クリニック 福島市上町4-34 024-522-4987

生愛会中央医療クリニック 福島市大笹生字向平6番地の1 024-555-5963

岩谷医院 福島市太田町17-27　ラ・シェール追分１階 024-528-7770

ふくしま共同診療所 福島市太田町20-7　佐周ビル1階東側 024-573-9335

大森中央泌尿器科・内科・外科クリニック 福島市大森字街道下70-2 024-546-3725

済生会福島総合病院 福島市大森字下原田25番地 024-544-5171

おひさま子供クリニック 福島市大森字城ノ内24-10 024-544-1581

おおもり内科・循環器科クリニック 福島市大森字坿79-1 024-544-0577

ケアフォーラムあづま 福島市大森字柳下48-1 024-544-0311

酒井内科クリニック 福島市岡部字中条82-1 024-531-1781

岡部クリニック 福島市岡部字前田159-1 024-534-4856

御山内科クリニック 福島市御山字仲ノ町97-2 024-533-2101

サポート２４訪問診療クリニック 福島市御山字松川原1-22 024-563-3160

敬愛シニアガーデン卸町 福島市鎌田字卸町8-1 024-553-5221

大原医療センター 福島市鎌田字中江33番地 024-554-2001

厚生会クリニック 福島市鎌田字門丈壇4-1 024-552-5315

ホリスティカかまた 福島市鎌田字門丈壇4番1 024-552-5111

上野寺内科クリニック 福島市上野寺字西原9-1 024-592-2111

福島第一病院 福島市北沢又字成出16-2 024-557-5111

福島寿光会病院 福島市北町1-40 024-521-1370

泌尿器科・皮膚科・内科　北町丹治医院 福島市北町3-39 024-522-5911

南福島ひまわりクリニック 福島市黒岩字竹ノ内12-1 024-573-1009

栄町クリニック 福島市栄町12-10　ひかりビル5F 024-521-3495

あずま通りクリニック 福島市栄町1-28 松ケ丘ビル１Ｆ 024-523-4440

クリニック２１ 福島市栄町6番6号 ユニックスビル2F 024-521-5581

いのまた整形外科 福島市笹谷字中谷地13-4 024-555-1854

せのうえ健康クリニック 福島市瀬上町字四斗蒔1-6 024-554-5757

こんの内科クリニック 福島市曽根田町3－19 024-573-1860

たに内科・糖尿病内科クリニック 福島市天神町1-2 024-572-5736

しいの木おうちクリニック 福島市天神町16-7 070-5058-8823

井上整形外科医院 福島市鳥谷野字梅ノ木内29-3 024-545-0770

大川レディースクリニック 福島市鳥谷野字天神3-11 024-545-8883

わたなべクリニック 福島市成川字神崎40-1 024-593-9172

板倉病院 福島市成川字下畑26-1 024-545-3741

須川診療所 福島市野田町1丁目12-72 024-531-6311

大武胃腸科外科医院 福島市野田町１丁目12-80 024-535-8585

のだまち胃と腸のクリニック 福島市野田町6丁目2-39 024-563-7872

横田泌尿器科 福島市野田町6丁目6番地13号 024-533-9388

福島市
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やまもり内科 福島市八島田字琵琶渕62番地の2 024-529-5565

福島市
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大槻スリープクリニック 福島市早稲町4番1号 SleepOneビル 024-526-0084

福島セントラルクリニック 福島市早稲町8番22号 024-522-7701

さとうクリニック内科・消化器科 福島市方木田字中屋敷1-1 024-545-6111

蓬莱東クリニック 福島市蓬莱町8-1-1 024-548-6601

うめつＬＳ内科クリニック 福島市松浪町2番31号 024-536-5225

ライフ・ナビクリニック 福島市松浪町7-26 024-533-7771

小島内分泌内科クリニック 福島市松浪町2-8 024-528-8511

岩﨑消化器科内科医院 福島市丸子字沢目33-3 024-554-5841

ひろやまメンタルクリニック 福島市三河南町1-15 024-529-7731

ほりこし心身クリニック 福島市三河南町5-19 024-525-3151

清水病院 福島市南沢又字前田16-3 024-557-0215

阿部循環器科・内科クリニック 福島市南矢野目字上戸ノ内10-5 024-573-9939

あすなろ南矢野目クリニック 福島市南矢野目字清水前34番地の16 024-555-5766

森合くにい内科 福島市森合字高野1-12 024-555-1881

おがたクリニック 福島市矢倉下10-1 024-526-2626

一陽会病院 福島市八島町15-27 024-534-6715

さくま内科クリニック 福島市山下町4番11号 024-525-2700

エルダーランド 福島市吉倉字谷地52 024-545-8431

むつみ脳神経・耳鼻科クリニック 福島市渡利字鳥谷下町38-1 024-526-0873

手塚クリニック 福島市御山字清水尻51番地 024-535-0550

大原綜合病院 福島市上町6-1 024-526-0300

ふれあいクリニックさくらみず 福島市笹谷字塗谷地20-1 024-559-2664

南福島クリニック 福島市永井川字壇ノ腰10-3　ｺｰﾗﾙﾊｰﾓﾆｰ1F 024-546-4016

余目内科クリニック 福島市下飯坂字中城11-3 024-553-7151

菊池クリニック 福島市花園町7番31号 024-535-4091

卸町クリニック 福島市鎌田字卸町8-2 024-553-1166

にいつま内科・循環器科クリニック 福島市鎌田字一里塚5-11 024-552-2844

後藤整形外科 福島市鎌田字門丈壇10-10 024-554-2626

紺野整形外科 福島市丸子字漆方6-10 024-553-3000

桜ヶ丘病院 福島市丸子字上川原28の73 024-553-1569

腎・泌尿器科クリニックさかがみ 福島市丸子字町頭20-13 024-553-6911

福島中央病院 福島市吉倉字谷地52 024-546-4911

なかむら外科内科クリニック 福島市宮下町15-18 024-535-7518

ふくしま在宅緩和ケアクリニック 福島市郷野目字宝来町21－3 024-544-6987

すやま小児科 福島市御山町6-29 024-534-3018

あらいクリニック 福島市荒井字弁天前17-1 024-593-1020

南東北福島病院 福島市荒井北三丁目1-13 024-593-5100

リハビリ南東北福島 福島市荒井北三丁目1-8 024-594-0155

黒岩内科医院 福島市黒岩字榎平64-1 024-545-7733

八子医院 福島市桜木町1-27 024-534-4850

ささやこどもクリニック 福島市笹谷字上成出21-20 024-559-0715

すえなが内科小児科医院 福島市笹谷字中田4-12 024-558-1211

池田胃腸科外科医院 福島市笹谷字葭野21-1 024-559-1717

本間内科 福島市笹木野字小針尻20-5 024-536-0063

笹木野みやけ内科外科 福島市笹木野字中小屋16-2 024-559-1511

ｉひふ・大腸　いがり弘之由美子クリニック 福島市笹木野字中西裏18－5 024-558-2323

かんの消化器科外科医院 福島市山口字雷20 024-533-3801

おぐらじクリニック内科小児科消化器科 福島市小倉寺字中田31番地 024-523-4155

すずきクリニック 福島市松川町字桜内7-2 024-567-2661

松川中央医院 福島市松川町字土腐8 024-567-3355

松川クリニック 福島市松川町沼袋字北原84-11 024-537-2055

福島市
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むらおか内科・耳鼻科・整形外科クリニック 福島市松川町天王原89 024-567-2244

福島市
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さくら内科循環器科医院 福島市上名倉吉前39-1 024-593-0611

福島腎泌尿器クリニック 福島市森合字屋敷下36-1 024-557-1815

八子リウマチ・内科・整形外科クリニック 福島市森合字屋敷下36-2 024-558-8585

大平内科クリニック 福島市森合字台15-3 024-534-6336

六角クリニック 福島市仁井田字下鎌14-1 024-545-6100

佐藤医院 福島市陣場町1-8 024-522-2489

佐久間内科 福島市陣場町4-8 024-521-1800

成田内科医院 福島市陣場町9－23ｷｸﾔｸﾘﾆｯｸﾋﾞﾙ2F 024-533-7787

宍戸医院 福島市瀬上町字幸町8 024-553-5010

イノモト医院耳鼻咽喉科 福島市瀬上町字四斗蒔24-7 024-553-3185

奥野胃腸科内科医院 福島市瀬上町字寺前7 024-553-2658

清明クリニック 福島市清明町3-8 024-521-0855

田島整形外科 福島市西中央１丁目12番地2 024-533-6651

武田中央医院 福島市泉字仲ノ町14-13 024-559-1664

藤原消化器科内科医院 福島市太平寺字過吹14-5 024-545-3300

きくち医院 福島市太平寺字児子塚36 024-546-2222

生愛会ナーシングケアセンター 福島市大笹生字向平13番の1 024-555-2244

もり皮膚科小児科医院 福島市大森字丑子内58-5 024-545-3268

西部クリニック 福島市大森字舘ノ内73 024-546-9551

しのぶ病院 福島市大森字高畑31-1 024-546-3311

あづま脳神経外科病院 福島市大森字柳下16番地1 024-546-3911

富士病院 福島市大波字熊野山１ 024-588-1011

福島西部庭坂クリニック 福島市町庭坂字畑外6-16 024-591-4123

とやのクリニック 福島市鳥谷野字宮畑64-1 024-544-1122

さとう胃腸科内科 福島市鳥谷野字宮畑93-3 024-545-8668

くさの耳鼻咽喉科クリニック 福島市天神町2-18 024-531-9333

木村内科医院 福島市渡利字七社宮10番地1 024-521-0182

わたり病院 福島市渡利字中江町34 024-521-2056

天神橋クリニック 福島市渡利字天神27ｰ1 024-528-1155

都小児科医院 福島市東中央1丁目9番地 024-535-2660

福島西部病院 福島市東中央3丁目15番地 024-533-2121

こじま小児科医院 福島市南沢又字桜内33-23 024-558-2231

待井循環器科内科クリニック 福島市南中央1丁目70番地 024-533-5578

いちかわクリニック 福島市南矢野目字鼓田6-1 024-554-0303

まつもと脳神経・内科クリニック 福島市南矢野目字道下35-10 024-557-1233

福島赤十字病院 福島市入江町11-31 024-534-6101

八子胃腸科内科クリニック 福島市八島町2-3　 024-533-1215

しぎはらクリニック 福島市八島田字勝口37番地 024-555-3331

てらだクリニック 福島市八島田字下干損田4-1 024-559-3101

鈴木医院 福島市八木田字神明149-１ 024-545-0216

みやざき内科循環器科クリニック 福島市八木田字中島54-2 024-544-2622

小野医院 福島市飯坂町字東堀切25-6 024-542-2502

村島医院 福島市飯坂町字東堀切8 024-542-2131

さいとう医院 福島市飯坂町湯野字浦湊2-8 024-542-3030

本田内科医院 福島市飯坂町平野字東原42-12 024-542-0666

北福島クリニック 福島市飯坂町平野字平田8-1 024-543-0680

児玉胃腸科内科 福島市浜田町7-27 024-533-6622

福島南循環器科病院 福島市方木田字辻の内3-5 024-546-1221

菅野産婦人科医院 福島市蓬莱町2-1-11 024-548-2525

中村内科医院 福島市蓬莱町2丁目1番8号 024-549-4633

蓬莱東内科 福島市蓬莱町8丁目1ｰ1 024-548-1212

福島市
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さとう内科医院 福島市豊田町4-12 024-523-4511

福島市
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安斎外科胃腸科医院 福島市北五老内町3-22 024-535-3353

わたなべ内科 福島市北沢又字川寒西9-6 024-555-1171

上松川診療所 福島市北沢又字番匠田5 024-558-1111

にじのまち 福島市北沢又字番匠田5 024-557-7501

野田循環器・消化器内科外科クリニック 福島市北矢野目字原田59-5 024-559-1133

本町こころとからだクリニック 福島市本町5番19号 024-521-2262

小関小児科医院 福島市万世町5番37号 024-522-2908

三河台内科 福島市野田町2丁目4-19 024-534-7832

呉竹産婦人科麻酔科医院 福島市野田町4丁目8番21号 024-531-5900

村上病院 福島市立子山字北浦3 024-597-2124

（医）かしの木内科クリニック 伊達市岡前20-6 024-551-1411

（医）せきね医院 伊達市月舘町月舘字町36 024-572-2333

（医）武田小児科 伊達市保原町字栄町51 024-575-2439

（医）敬仁会　なかのクリニック 伊達市保原町字城ノ内20-1 024-575-2246

保原中央クリニック 伊達市保原町字城ノ内73-1 024-575-3231

（医）ながえクリニック 伊達市保原町字中村町30-1 024-575-1118

（医）すずき医院 伊達市保原町字西町175 024-575-2563

（医）厚良会 伊達セントラルクリニック 伊達市保原町字西町189-1 024-575-3215

（医）石川小児科内科クリニック 伊達市保原町字半道18-1 024-575-5523

さとう整形外科内科クリニック 伊達市保原町字東野崎70-1 024-572-7606

熊谷耳鼻咽喉科医院 伊達市保原町字宮下75-2 024-576-3435

大木内科医院 伊達市保原町字元町4 024-575-3343

（社医）秀公会あづま脳神経外科病院附属ほばらクリニック 伊達市保原町大泉字小作逢15-1 024-574-2522

（医）大泉ほんだクリニック 伊達市保原町大泉字大地内135-2 024-563-7587

（医）尚仁会 上保原内科 伊達市保原町上保原字大木田8-1 024-575-3800

さとうファミリークリニック 伊達市保原町上保原字中島8-5 024-574-2811

（医）阪内医院 伊達市梁川町青葉町97 024-577-2222

（医）健雄会 おの整形外科クリニック 伊達市梁川町字西土橋120 024-527-1055

梁川病院 伊達市梁川町字東土橋8 024-577-2155

（医）もり医院 伊達市梁川町希望ヶ丘24 024-577-7780

こばやし子ども・内科クリニック 伊達市梁川町字内町47 024-577-0663

（医）神岡クリニック 伊達市霊山町掛田字中町11-1 024-586-1318

（医）掛田中央内科 伊達市霊山町掛田字西裏49-1 024-586-1315

（医）くまだ小児クリニック 伊達市上台2-1 024-583-5656

（医）桑名医院 伊達市片町41 024-583-3024

（医）大山クリニック 伊達市北後13-1 024-583-2136

（医）菊地整形外科 伊達市坂ノ上10-1 024-583-2633

済生会春日診療所 伊達郡川俣町字五百田20-1 024-566-2707

（医）小寺医院 伊達郡川俣町字瓦町30 024-565-2011

むとうこどもクリニック 伊達郡川俣町字瓦町31 024-565-2435

佐藤医院 伊達郡川俣町字五百田20-9 024-566-2321

鈴木内科医院 伊達郡川俣町字新中町21-3 024-565-2688

（医）慈心会 村上医院 伊達郡川俣町字本町44-1 024-565-3637

済生会川俣病院 伊達郡川俣町大字鶴沢字川端2-4 024-566-2323

（医）安斎外科胃腸科医院 あんざい整形外科クリニック 伊達郡川俣町大字鶴沢字川端28 024-565-3511

（医）白鷺会　十二社クリニック 伊達郡川俣町大字羽田字十二社5-1 024-565-5230

川俣町国民健康保険 山木屋診療所 伊達郡川俣町山木屋字大清水2 024-563-2024

福島市

川俣町

伊達市
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遠藤内科医院 伊達郡桑折町字陣屋1-6 024-582-6788

井上内科クリニック 伊達郡桑折町大字谷地字石塚15 024-581-2202

まつもとクリニック 伊達郡桑折町大字南半田字六角15-1 024-582-4800

公立藤田総合病院 伊達郡国見町大字塚野目字三本木14 024-585-2121

（医）博寿会　村上医院 伊達郡国見町大字藤田字北11-1 024-585-2152

（医）武田胃腸科内科医院 伊達郡国見町大字藤田字北12 024-585-2630

医療法人ダザイ胃腸科内科医院 二本松市表一丁目495番地1 0243-22-9255

二本松ウイメンズクリニック 二本松市亀谷1-275-4 0243-24-1322

医療法人辰星会枡記念病院 二本松市住吉100番地 0243-22-3100

渡辺医院 二本松市正法寺町186-1 0243-62-3000

東雲堂医院 二本松市岳温泉一丁目164番地2 0243-24-2830

整形外科リウマチ科内科小林医院 二本松市根崎二丁目197番地 0243-22-0682

さくらクリニック 二本松市藤之前53 0243-62-3931

医療法人佐藤内科胃腸科医院 二本松市油井字八軒町54番地 0243-22-0174

安斎内科胃腸科医院 二本松市若宮二丁目5番地1 0243-22-3001

医療法人静心会斎藤医院 二本松市若宮二丁目204番地1 0243-22-0036

しんいち内科 二本松市油井字福岡40-1 0243-24-8420

ばばクリニック 二本松市油井字福岡441-2 0243-24-7122

みうら内科クリニック 二本松市羽石110-6 0243-22-5512

三浦内科医院 二本松市亀谷2-208-1 0243-23-3883

医療法人慈水会みずのクリニック 二本松市根崎一丁目55番地 0243-23-5158

和田医院 二本松市小浜字新町20 0243-55-2303

医療法人広仁会 金子医院 二本松市小浜字反町528 0243-55-2343

医療法人社団実生会 土川産婦人科医院 二本松市松岡265-16 0243-22-0035

医療法人博愛会 東和クリニック 二本松市針道字蔵下120-1 0243-66-2122

地域医療機能推進機構二本松病院 二本松市成田町1丁目553 0243-23-1231

土川内科小児科 二本松市槻木250番地3 0243-22-6688

二本松市岩代国民健康保険診療所 二本松市百目木字町58 0243-56-2461

佐久間内科小児科医院 二本松市本町1-237 0243-22-0570

医療法人辰星会枡病院 二本松市本町1丁目103 0243-22-2828

本田レディスクリニック 二本松市本町1丁目229 0243-22-0301

医療法人 かさい小児科クリニック 二本松市油井字福岡161-1 0243-22-8800

医療法人落合会東北病院 本宮市青田字花掛20 0243-33-2588

本宮市国保白岩診療所 本宮市白岩字田中225-8 0243-44-2008

医療法人 上遠野内科医院 本宮市本宮字荒町54 0243-33-5866

今野外科整形外科医院 本宮市本宮字万世159 0243-33-3711

医療法人 渡辺クリニック 本宮市高木字高木19-6 0243-34-3311

いしわたクリニック 本宮市荒井字東学壇11-1 0243-63-2826

よしだ内科 本宮市本宮字一ツ屋1-1 0243-63-2333

医療法人慈久会 谷病院 本宮市本宮字南町裡149 0243-33-2721

本宮市

桑折町

国見町

二本松市
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