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愛知クリニック 松村町 47-3663 胃腸科　清水内科 鴨田町 45-6201 はなのきクリニック 三ノ輪町 63-9933

アオキ医院 上地町 64-8500 白井医院 向山西町 52-5711 林医院 石巻本町 88-0041

秋山内科 老松町 52-0032 白井メディカルクリニック 春日町２ 63-3838 原医院 南大清水町 25-2752

浅井内科 佐藤２ 64-3100 杉浦内科 吉川町 32-3320 はら脳神経内科・内科クリニック 西幸町 38-8866

浅野内科 西岩田２ 62-3071 鈴木内科医院 つつじが丘３ 66-0880 伴医院 老津町 23-0006

あずまだこどもクリニック 東田町 56-1788 鈴木ひろし整形外科 佐藤５ 65-1300 伴内科 東脇１ 33-1231

井嶋産婦人科医院 平川本町１ 63-1351 鈴木・三竹医院 八通町 31-3939 ばんの内科クリニック 高師本郷町 39-7300

市川医院 羽田町 31-4754 すどう内科クリニック 山田二番町 39-8007 東岩田いとうクリニック 東岩田１ 69-3500

伊藤医院 小池町 45-5283 積善クリニック 大岩町 65-6565 ひがし循環器クリニック 飯村町 69-2328

伊藤内科 曙町 45-0911 積善病院 二川町 41-0800 東脇胃腸内科・外科 東脇４ 32-3831

伊藤ファミリークリニック 南牛川２ 62-1085 第二積善病院 大岩町 39-4771 ひかりクリニック 西松山町 55-2511

いなづみクリニック 関屋町 54-1723 せんだクリニック 前芝町 34-0077 平尾医院 中松山町 52-5117

今泉産婦人科医院 仲ノ町 62-7173 高沢内科 大橋通２ 53-1788 福井脳神経外科 立花町 21-7001

いむれ内科クリニック 飯村北５ 69-5678 たかしばらクリニック 曙町 45-8110 ふくい整形外科リウマチリハビリクリニック 西幸町 37-3291

うえまつクリニック 前田南町１ 53-7065 高橋外科 花田町 31-3975 藤田内科胃腸科 藤沢町 45-0687

江崎病院 新川町 55-2525 タキカワ整形外科クリニック 八町通５ 55-5111 富士見台クリニック 富士見台４ 39-4025

Nクリニック 大清水町 25-7655 竹内産婦人科 新本町 52-3453 藤原耳鼻咽喉科クリニック 駅前大通１ 56-1385

大石三丁目クリニック 佐藤３ 66-3833 たけるクリニック 飯村北１ 61-6055 二川病院 大岩町 41-0011

大岩クリニック 向草間町 45-1013 田代ひ尿器科 浜道町 46-7611 豊生病院 多米西町１ 63-1155

大岩整形外科・皮ﾌ科 大橋通２ 55-2100 肛門胃腸科たつおクリニック 高師本郷町 46-4970 保生会病院 大国町 52-3828

おおしまメディカルクリニック 北山町 48-8000 田中医院 中野町 45-0315 堀田内科 富士見台３ 23-5387

おおしみず愛知クリニック 南大清水町 29-3669 田中内科クリニック 北側町 31-3021 マイクリニック大久保豊橋 広小路１ 35-7741

太田整形外科 大岩町 41-6800 多米診療所 多米中町４ 63-1181 前川外科内科 東岩田４ 62-6411

大舘内科胃腸科 花田一番町 32-8123 つしまクリニック 往完町 34-0082 まちなかクリニック 談合町 57-1808

大谷小児科 中岩田２ 64-3000 つつじが丘クリニック 佐藤１ 66-2103 松井医院 草間町 45-6502

岡村クリニック 佐藤２ 65-4100 寺沢医院 西小鷹野４ 61-7211 松岡医院 弥生町 45-3586

おだかの医院 東小鷹野２ 61-8419 寺田クリニック 下地町 55-8733 まつお乳腺クリニック 築地町 32-9287

小野田内科 東岩田３ 63-8822 遠山クリニック 大橋通１ 55-3181 松野クリニック 牛川町 21-7370

柿原クリニック 向山台町 53-0011 豊橋医療センター 飯村町 62-0301 松山診療所 東松山町 54-2512

かずクリニック 前芝町 34-2555 豊橋市民病院 青竹町 33-6111 三浦医院 弥生町 45-2611

かすや内科クリニック 牟呂町 31-6262 とよはしにし整形リハクリニック 花田町 39-7888 三沢医院 前田南町１ 54-7831

可知記念病院 南大清水町 26-1101 豊橋ハートセンター 大山町 37-3377 緑ヶ丘医院 忠興２ 63-8586

加藤整形外科医院 西小田原町 52-3548 豊橋メイツクリニック 平川南町 66-1010 みなみが丘クリニック 大岩町 65-5225

カマタ内科小児科 岩田町 61-9700 豊橋元町病院 南大清水町 26-1000 みやもとクリニック 井原町 64-1235

賀茂クリニック 賀茂町 87-0888 中川内科 南大清水町 25-5811 みゆきクリニック 西幸町 48-3200

かわいクリニック 大山町 48-0008 中島脳神経外科 下五井町 54-6261 村上医院 大岩町 41-0518

河合内科 高師本郷町 47-8816 なかまち医院 二川町 43-1722 牟呂診療所 東脇２ 31-1917

木下内科 東脇２ 31-1121 ながた耳鼻咽喉科 山田一番町 38-8877 杢野医院 船町 54-2850

木村整形外科 牧野町 45-9925 長屋病院 八町通３ 52-3763 もりお医院 柱九番町 46-1821

キンバラ小児科 上地町 62-2866 ナチュラルファミリークリニック 多米西町２ 62-4976 もりおか医院 東森岡１ 88-5510

クリニックいちょう 草間町 35-7117 成田記念病院 羽根井本町 31-2167 やすい医院 植田町 25-3311

光生会赤岩病院 多米町 62-2105 成瀬泌尿器科 牛川町 63-5100 山内ファミリークリニック 牟呂町 43-6333

光生会病院 吾妻町 61-3166 西田メディカルクリニック 吉川町 34-5566 山本医院 二川町 41-0205

古島クリニック つつじが丘１ 66-5155 西村耳鼻咽喉科医院 上伝馬町 55-5165 山本内科 東田町 55-0025

権田脳神経外科 前田町２ 54-8811 野田内科クリニック 東小鷹野３ 69-5611 弥生病院 弥生町 48-2211

さたけクリニック 中野町 38-8622 野村小児科 東脇３ 32-1150 横井内科小児科 曙町 46-0376

佐藤脳神経外科 牛川通１ 69-2760 芳賀クリニック 西幸町 38-0808 横山内科 神明町 55-7231

佐野医院 松葉町３ 52-3906 羽柴クリニック 野依台１ 25-8483 吉田方クリニック 吉川町 33-7878

佐原医院 植田町 25-2606 花田いしかわクリニック 花田町 32-2166 吉見耳鼻咽喉科野依台診療所 野依台１ 25-7688

※医療機関は変更になることがあります。必ず事前に医療機関へ電話等で確認をしましょう。

令和3年度　高齢者用肺炎球菌予防接種実施医療機関


