
令和2年度 高齢者肺炎球菌実施医療機関

医療機関名 地区 電話番号 医療機関名 地区 電話番号
加納中央医院 清武 85-6215

海老原病院 本庄 75-2115 亀山記念クリニック 木花 58-1511
けいめい記念病院 岩知野 75-7007 河合整形外科クリニック 住吉 62-5211
こざくら整形外科 本庄 75-2121 川崎脳神経外科 東大宮 22-2020
田中外科内科医院 本庄 75-8585 川名クリニック 本郷 50-3000
棚田内科泌尿器科 本庄 75-1000 河野整形外科医院 住吉 39-3313
日高内科胃腸科 本庄 75-8500 河野内科呼吸器科 赤江 51-5011
平山こどもクリニック 宮王丸 75-5600 かわの内科クリニック 大淀 64-1525
山下医院 本庄 75-2104 かんべ胃腸科内科 中央東 25-2567

木佐貫内科医院 小戸 22-3996
綾立元診療所 南俣 77-0333 喜島クリニック 中央東 31-8777
たまきクリニック 南俣 77-2512 北村内科胃腸科医院 田野 86-2121

きたやま内科循環器科 佐土原 72-1000
アイレHDクリニック 住吉 72-8181 木下内科医院 大宮 25-7887
青木皮膚科 中央東 23-2011 きよたけクリニック 清武 84-0123
赤嶺クリニック 中央西 38-5321 楠元内科胃腸科医院 大宮 23-6623
あきづきクリニックＭＪ 檍 72-3333 くらもと医院 佐土原 30-5590
あけぼの診療所 田野 74-5600 クリニックうしたに 赤江 52-8080
麻生整形外科クリニック 高岡 82-0005 桑畑整形外科 檍 20-7788
あそう内科 檍 31-1500 くわばら医院 檍 38-1100
阿南内科医院 中央西 25-2255 こおりやま医院 住吉 39-4970
綾部医院 中央東 22-2023 古賀駅前クリニック 中央東 22-2111
阿波岐ヶ原病院 檍 26-5050 古賀総合病院 大宮 39-8888
生目台カリヨンクリニック 生目台 77-7501 こさい胃腸科外科 住吉 30-2255
いきめ大腸・肛門外科内科 生目 48-2500 こざわ内科 東大宮 62-0208
池田台クリニック 清武 84-0124 小島医院 中央東 31-6001
石川クリニック 大宮 35-1311 児玉胃腸科外科 高岡 82-0300
いしかわ内科 大宮 32-2234 このはな生協クリニック 木花 58-1222
市来内科・外科医院 中央西 25-1888 こまき内科 檍 26-1112
いちはら医院　　　　　　　　　　　　　　大淀 53-2335 小緑内科クリニック 木花 58-1515
井手医院 本郷 63-1808 小村医院 田野 86-0011
いといクリニック 本郷 65-7775 こむら内科医院 高岡 82-5611
稲倉医院 大塚 53-1411 小室医院 高岡 82-0033
稲田胃腸科外科 大淀 52-1200 近藤クリニック 赤江 52-0887
猪島医院 大塚 51-7700 さいとう医院 佐土原 73-5555
いまいクリニック 檍 55-0262 栄整形外科 東大宮 26-2600
いわさき小児科 大宮 35-7725 坂本医院 清武 85-0065
上田脳神経外科 本郷 52-3500 迫田病院 赤江 51-3555
上原内科 東大宮 28-8585 ささきクリニック 大塚 62-3322
内田クリニック 小戸 22-3581 佐土原病院 佐土原 74-0012
海老原クリニック 中央東 25-8200 慈英病院 檍 23-5000
江平内科 中央西 32-6000 しおもりクリニック 清武 55-0200
オーシャンクリニック 東大宮 25-7722 四季クリニック 北 41-3011
おおつか生協クリニック 大塚 52-6715 清水中央クリニック 中央西 35-6535
大坪外科医院 中央東 27-4577 下村医院 中央西 23-5022
大西医院 小戸 22-3069 城山病院 清武 85-0036
All  About  Breast　乳腺外科クリニック 中央東 20-0811 神宮医院 大宮 25-1993
おかどめ内科・神経内科 中央西 23-1515 末次内科小児科 住吉 39-3331
奥 循環器科･内科 大塚 50-8811 杉澤胃腸科内科 赤江 51-3348
落合内科 大淀 86-8000 杉本外科胃腸科医院 大淀 64-2001
かいクリニック リウマチ科・整形外科 大宮 78-0112 すずき内科クリニック 中央東 26-1513
学園台クリニック 木花 58-3939 せ せき診療所 内科・呼吸器内科 大塚台 47-0777
影山内科医院 小戸 22-2235 た 大工町すぎえ腎泌尿器科・内科 小戸 78-3010
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医療機関名 地区 電話番号 医療機関名 地区 電話番号
平和台病院 大宮 24-2605

たかぎ耳鼻咽喉科 大宮 62-0789 ヘパトピア西高台内科 大淀 52-5757
高木内科医院 大宮 22-5580 細川内科クリニック 佐土原 74-0058
髙宮病院 檍 24-5678 堀川町山下内科呼吸器科医院 檍 32-2341
滝口内科医院 本郷 56-5500 まえのクリニック 大淀 64-2789
竹井小児科医院 佐土原 73-7300 増田病院 北 41-1234
竹内病院 中央西 26-0123 まつばし川野整形外科 小戸 32-0771
竹迫医院 本郷 53-1212 まつもと整形外科医院 田野 86-0566
橘クリニック 中央東 25-5588 松本内科呼吸器科医院 大宮 32-0088
タヅメクリニック 中央東 62-2233 丸田医院 大宮 25-1796
辰元病院 高岡 82-3531 丸山胃腸科クリニック 中央東 62-2323
たなか内科 北 41-2300 光川内科医院 中央東 38-8722
谷口整形外科 中央西 61-1388 みなうち内科神経内科 住吉 39-8511
谷村整形外科医院 赤江 53-3300 南医院 中央西 22-4920

ち 近間病院 山崎町 24-2418 南宮崎ヤマモト腎泌尿器科 赤江 71-2888
月見が丘クリニック 赤江 63-1500 みの田クリニック 生目 48-2606
つまがり整形外科 大宮 20-5551 三原内科 大淀 53-6226

て 天満橋中央クリニック 小戸 41-7788 宮交シティクリニック 大淀 51-1200
土居内科循環器科 中央西 25-0380 宮崎医療センター病院 小戸 26-2800
徳田内科とくだ小児科 大塚 54-3299 宮崎市立田野病院 田野 86-1155
富吉共立病院 生目 48-2211 宮崎生協病院 東大宮 24-6877
巴外科内科 赤江 51-1777 宮崎そらのクリニック 中央東 26-2706
外山内科神経内科医院 檍 28-1388 宮崎東病院 赤江 56-2311
なかしま外科・内科 大淀 52-6511 宮崎ホームケアクリニック 中央東 27-7645
長嶺内科クリニック 檍 26-6765 宮永内科クリニック 住吉 62-5556
中村クリニック 中央東 32-7830 宮元整形外科医院 佐土原 73-0633
中村内科放射線科 檍 22-3007 むらい内科クリニック 檍 20-5560
中山医院 中央西 26-3888 村岡泌尿器科内科 清武 85-7080
名越内科 大塚 48-1838 村田内科・胃腸科 佐土原 73-0113
南部病院 赤江 54-5353 も 元村胃腸科外科 中央東 31-7110

に にしぞの内科 高岡 82-5522 矢野内科クリニック 中央西 31-3535
のざきクリニック 中央東 61-7751 山内ファミリークリニック 本郷 55-2288
野崎東病院 東大宮 28-8555 やました内科リウマチ科クリニック 東大宮 28-0528
のぞみ医院 本郷 55-2210 山村内科 佐土原 72-1001
野間内科クリニック 中央東 77-5775 やまもと胃腸内科 大淀 82-6370
野村循環器内科クリニック 赤江 52-7171 山脇内科小児科医院 佐土原 73-5335
橋口医院 中央東 24-3762 ゆ ゆち内科胃腸科クリニック 赤江 63-1123
花山手内科クリニック 大淀 50-0888 よ 横田内科 大宮 30-2566
原田内科クリニック 大淀 59-1212 り 竜内科クリニック 本郷 56-2877
ひが内科・胃腸科 大塚 50-0533 若草病院 中央東 28-2801
日高医院 本郷 56-2283 早稲田クリニック 大淀 53-3030
ひだか胃腸科医院 佐土原 73-7171 わたなべ循環器内科クリニック 清武 78-3030
ひろの内科クリニック 本郷 52-7311 渡辺内科医院 大宮 32-9393
福井医院 生目 47-4131 わたよう外科胃腸科 檍 23-9000
福永内科神経科医院 清武 85-6006 和知川原生協クリニック 中央西 23-0050
ふくだ泌尿器科 檍 32-1233
福永内科小児科クリニック 大淀 54-3588
福元医院 檍 28-5001
ふくもと整形外科 本郷 56-8000
藤木内科外科クリニック 生目 47-0852
藤本医院 東大宮 32-7000
藤元中央病院 大淀 53-8282
船塚クリニック 中央西 73-8830
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