
会津 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

会津医療センター 会津若松市河東町谷沢字前田21-2 0242-75-2100

特別養護老人ホーム気生苑 会津若松市昭和町1番36号 0242-36-7033

清田内科循環器クリニック 会津若松市白虎町154-9 0242-85-6881

介護老人保健施設さくら 会津若松市宮町1-1 0242-22-4075

介護老人保健施設悠悠 会津若松市一箕町大字松長字上長原54 0242-24-0333

介護老人保健施設天生 会津若松市一箕町松長六丁目12-1 0242-37-7088

特別養護老人ホーム天生 会津若松市一箕町松長六丁目12-1 0242-37-2311

アピオ・リウマチクリニック 会津若松市インター西73-1 0242-32-2277

会津クリニック 会津若松市材木町1-4-4 0242-38-1150

特別養護老人ホーム絆 会津若松市湊町大字共和字西田面180 0242-96-1101

わかまつインターベンションクリニック 会津若松市一箕町亀賀字北柳原25-1 0242-32-1558

介護老人保健施設ライフサポート寧寧 会津若松市一箕町鶴賀字苅林39-1 0242-33-3366

えんどうクリニック 会津若松市一箕町亀賀字藤原417-3 0242-33-0700

わたなべクリニック 会津若松市一箕町松長一丁目17-32 0242-24-0506

特別養護老人ホーム枝雪零苑 会津若松市一箕町大字松長字下長原152 0242-39-2777

介護老人保健施設ライフケア鶴賀 会津若松市一箕町大字鶴賀字下船ヶ森東535-1 0242-33-0375

つるが松窪病院 会津若松市一箕町大字鶴賀字苅林39番地1 0242-33-3366

いいづかファミリークリニック 会津若松市一箕町鶴賀字下居合59 0242-32-3330

林谷内科医院 会津若松市栄町7-26 0242-22-0408

いなにわ医院 会津若松市河東町谷沢十文字106番地 0242-76-1728

たてうまクリニック 会津若松市館馬町1-3 0242-29-2112

穴澤病院 会津若松市宮町1-1 0242-22-4024

さいとう内科胃腸科クリニック 会津若松市宮町8-50 0242-38-3717

森田小児科医院 会津若松市古川町4-21 0242-27-7686

長谷川内科消化器科医院 会津若松市行仁町3-31 0242-22-7180

手塚医院 会津若松市材木町一丁目10-15 0242-27-5618

小野木クリニック 会津若松市材木町二丁目5番20号 0242-26-5533

竹田綜合病院 会津若松市山鹿町3-27 0242-27-5511

斎藤医院 会津若松市住吉町197-1 0242-27-1112

あらい内科循環器科クリニック 会津若松市城西町5-55 0242-29-1133

遠山胃腸科内科医院 会津若松市城北町6番1号 0242-24-8911

佐藤内科小児科医院 会津若松市新横町6-26 0242-27-3786

二瓶クリニック 会津若松市真宮新町北一丁目11-1 0242-58-3885

クリニック荒木 会津若松市神指町黒川字湯川東227 0242-32-9229

佐藤病院 会津若松市西栄町2-27 0242-26-3515

七日町クリニック 会津若松市西七日町3-12 0242-32-2411

加藤内科小児科医院 会津若松市川原町1-13 0242-27-2732

いがらし耳鼻咽喉科 会津若松市扇町17 0242-39-2010

扇町渡部小児科ｱﾚﾙｷﾞｰ科医院 会津若松市扇町26-1 0242-25-5515

そね内科クリニック 会津若松市扇町41 0242-33-1024

芦ノ牧温泉病院 会津若松市大戸町芦ノ牧字壇ノ下811番1 0242-92-3241

介護老人保健施設エミネンス芦ノ牧 会津若松市大戸町大字芦ノ牧字湯平527番地1 0242-92-5111

鈴木内科消化器科クリニック 会津若松市大町１丁目2-20 0242-33-6100

荒川胃腸科内科クリニック 会津若松市中央二丁目1-29 0242-32-2201

黒河内内科小児科神経科医院 会津若松市中町1-16 0242-26-4963

吉田内科 会津若松市中町1-26 0242-27-0537

くらしげ内科小児科医院 会津若松市中島町6-5 0242-39-3550

渡辺脳神経クリニック 会津若松市町北町中沢字新田27-1 0242-39-6060

会津中央病院 会津若松市鶴賀町1-1 0242-25-1515

蛯谷クリニック 会津若松市天神町24-53 0242-28-8868

徒之町クリニック 会津若松市徒之町4-25 0242-26-6181

佐藤内科循環器科医院 会津若松市東栄町5-32 0242-26-2820

医療生協会津若松診療所 会津若松市東千石1-2-13 0242-28-0892

丸山内科小児科医院 会津若松市日新町4-38 0242-27-5553

なるせとみこレディースクリニック 会津若松市白虎町66-1 0242-37-7851

会津若松市
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蛯谷整形外科医院 会津若松市白虎町66-8 0242-24-6511

白虎ファミリークリニック 会津若松市八角町13-38 0242-37-7866

小島原内科クリニック 会津若松市米代一丁目6番28号 0242-36-6533

会津西病院 会津若松市北会津町東小松2335 0242-56-2525

介護老人保健施設美野里 会津若松市北会津町東小松字南古川12番地 0242-56-5000

特別養護老人ホーム会津敬愛苑 会津若松市北会津町東小松字南古川1番地 0242-56-5822

あなざわクリニック 会津若松市北青木1-24 0242-29-2155

山鹿クリニック 会津若松市本町1番1号 0242-29-6611

いとう子どもクリニック 会津若松市門田町黒岩字大坪180 0242-27-4601

北田内科医院 会津若松市門田町大字中野字大道西39 0242-38-2661

あいづ整形外科リハビリテーションクリニック 会津若松市門田町日吉字対馬館33-2 0242-28-1205

いとう内科消化器科クリニック 会津若松市門田町日吉字笊籬田27-1 0242-38-3733

にいでら診療所 会津若松市門田町飯寺字村東616-27 0242-38-3676

磐梯町医療センター 耶麻郡磐梯町大字磐梯字諏訪山2926 0242-73-2110

介護老人保健施設りんどう 耶麻郡磐梯町字諏訪山2926 0242-74-1660

小川医院 耶麻郡猪苗代町字カキ田393番地 0242-62-2132

特別養護老人ホーム咲楽の里 耶麻郡猪苗代町字程塚2789 0242-72-0557

特別養護老人ホームいなわしろホーム 耶麻郡猪苗代町大字三郷字寺南7962-1 0242-66-4123

マリアクリニック 耶麻郡猪苗代町字川桁字元寺2403-1 0242-66-2700

介護老人保健施設ケアテル猪苗代 耶麻郡猪苗代町川桁字元寺2403-1 0242-66-3030

介護老人保健施設多生苑猪苗代 耶麻郡猪苗代町字梨木西101番地 0242-72-1818

町立猪苗代病院 耶麻郡猪苗代町字梨木西65 0242-62-2350

浅見クリニック 耶麻郡猪苗代町字芦原84-1 0242-63-2200

矢吹医院 耶麻郡猪苗代町字古城町99-1 0242-62-2169

野崎医院 耶麻郡猪苗代町川桁字西幸野2191 0242-66-2245

かねこ内科・外科クリニック 耶麻郡猪苗代町大字千代田字二百苅69-2 0242-72-0660

君島内科消化器クリニック 喜多方市字１丁目4569 0241-24-5800

手代木医院 喜多方市字一丁目4627 0241-22-0034

大竹内科 喜多方市字梅竹7294番地の2 0241-22-0241

佐原病院 喜多方市字永久7689-1 0241-22-5321

ゆうゆうクリニック 喜多方市字江中子4183 0241-22-2111

医療生協きたかた診療所 喜多方市字押切東一丁目33番地 0241-23-3611

山田産婦人科医院 喜多方市字惣座宮2735の1 0241-22-3032

福田耳鼻咽喉科医院 喜多方市字西四ﾂ谷275 0241-24-4187

小野病院 喜多方市字沼田6994番地 0241-22-0414

入澤病院 喜多方市字蒔田3106の2 0241-22-0267

鳴瀬病院 喜多方市稲荷宮7307-1 0241-24-3333

内科消化器科みつはし医院 喜多方市関柴町上高額字広面681-1 0241-21-1311

高橋小児クリニック 喜多方市関柴町上高額字家の北605-1 0241-25-7066

飯塚病院 喜多方市松山町村松字北原3643の1 0241-24-3421

飯塚病院附属有隣病院 喜多方市松山町村松字北原3643の1 0241-24-5021

喜多方市地域・家庭医療センター 喜多方市字六枚長4212 0241-22-5320

武田医院　 喜多方市塩川町字東栄町1-3-6 0241-27-4031

くまたクリニック 喜多方市塩川町字東栄町5-5-11 0241-28-1233

あきもと整形外科ｸﾘﾆｯｸ 喜多方市字下川原8290番地12 0241-21-1515

渡邉小児科医院 喜多方市沢ノ免７３３３−２ 0241-22-3133

北塩原村 なし

西会津町国保西会津診療所 耶麻郡西会津町登世島字田畑乙2042-65 0241-45-4228

西会津町国保群岡診療所 耶麻郡西会津町上野尻字西林崎3137-20 0241-47-2025

白井内科クリニック 大沼郡会津美里町字高田甲2821-2 0242-55-0122

もこぬま内科消化器科医院 大沼郡会津美里町字北川原13-1 0242-56-5622

高田厚生病院 大沼郡会津美里町字高田甲2981 0242-54-2211

こばやしファミリークリニック 大沼郡会津美里町字高田道上2841-1 0242-55-0388

吉川医院 大沼郡会津美里町字瀬戸町甲3262 0242-56-3358
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星医院 河沼郡会津坂下町字小川原1051 0242-83-2136

坂下厚生総合病院 河沼郡会津坂下町字逆水1856番地 0242-83-3511

荒井医院 河沼郡会津坂下町字古市乙150 0242-83-2224

渡辺医院 河沼郡会津坂下町字五反田1181 0242-83-3125

菅原医院 河沼郡会津坂下町字市中二番甲3597番地 0242-83-2311

あかぎ内科消化器科医院 河沼郡会津坂下町字小川原1020-1 0242-83-0303

平野医院 河沼郡会津坂下町字上台乙439 0242-83-2243

湯川村 なし

柳津町 柳津町国民健康保険診療所 河沼郡柳津町大字柳津字龍蔵庵乙510 0241-42-2334

三島町 県立宮下病院 大沼郡三島町大字宮下字水尻1150 0241-52-2321

金山町 金山町国民健康保険診療所 大沼郡金山町大字川口字金洗道上1558 0241-54-2031

昭和村 昭和村国民健康保険診療所 大沼郡昭和村大字小中津川字石仏1836 0241-57-2255

県立南会津病院 南会津郡南会津町永田字風下14-1 0241-62-7111 

耳鼻咽喉科あべクリニック 南会津郡南会津町永田字風下2-1 0241-62-8733 

伊南小野木クリニック 南会津郡南会津町古町字新坂口1-11  0241-76-7780 

南会津地方地域医療支援センター 南会津郡南会津町田島字西町甲4331 0241-63-1200 

きむらクリニック 南会津郡南会津町田島字大坪35-1 0241-62-5576 

馬場医院 南会津郡南会津町田島字谷地甲30 0241-62-0141 

高橋医院 南会津郡南会津町田島字中町甲3905 0241-62-0040 

長谷川医院 南会津郡南会津町田島字中町甲3936  0241-62-0032 

舘岩愛輝診療所 南会津郡南会津町湯ノ花648 0241-78-8688 

なかやクリニック 南会津郡南会津町片貝字根木屋向16  0241-73-2036 

特別養護老人ホーム　レジデンスふじの郷 南会津郡下郷町大字塩生字前原502-1 0241-69-1234

芳賀医院 南会津郡下郷町大字栄富字南原甲619の3 0241-67-2128 

佐藤医院 南会津郡下郷町大字塩生字下夕原1317  0241-67-2134 

桧枝岐村 檜枝岐診療所 南会津郡桧枝岐村字下ノ台401-4 0241-75-2341

只見町 只見町朝日診療所 南会津郡只見町大字長浜字久保田31 0241-84-2221 
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