高齢者肺炎球菌 指定医療機関
医療機関名

所在地

電話番号

医療機関名

所在地

電話番号

さとだ内科クリニック

座間市入谷西３－１８－１－１０１

046-298-0066

レディースクリニックしげみつ

海老名市扇町３－６ ２Ｆ

046-232-8711

井上整形外科

座間市入谷西４－２－６

046-256-1177

海老名駅前内科クリニック

海老名市扇町３－６ ２Ｆ

046-206-6711

内山外科整形外科

座間市入谷東２－３２－６

046-253-4333

海老名西口糖尿病クリニック

海老名市扇町５－８ ２Ｆ

046-206-5882

宮本内科小児科

座間市入谷東２－６－２３

046‐255‐5222

海老名皮ふ科クリニック

海老名市扇町１２－２８ ２Ｆ

046-236-1112

くりはらメディカルクリニック

座間市栗原１1９９－４

046-200-9898

腎健クリニック

海老名市中央１－８－６

046-231-8151

座間厚生病院

座間市栗原９１２－２

046-255-3211

原田循環器内科クリニック

海老名市中央１－１３－１ 中２Ｆ

046-236-6080

入澤クリニック

座間市相模が丘１－１８－２６

042‐748‐7131

海老名おおくさ泌尿器科クリニック

海老名市中央１－１９－３３ ２Ｆ

046-259-6336

永井整形外科

座間市相模が丘１－２５－１ 1F

042-705-6527

つげの木内科クリニック

海老名市中央１－１９－３３ ３Ｆ

046-259-8330

若田部メディカルクリニック

座間市相模が丘１－２５－３７ １－A

042-705-8083

的場内科クリニック

海老名市中央２－８－３１ ２C

046-292-1001

鴇田医院

座間市相模が丘３－５３－１０

046‐251‐2205

かげやまクリニック

海老名市中央３－３－１ ３F

046-235-8580

佐藤内科

座間市相模が丘４－１９－１８

046‐252‐1777

海老名呼吸器科クリニック

海老名市中央３－３－１ ５F

046-236-1159

塚原クリニック

座間市相模が丘５－５－７－１０５

042-705-9555

海老名田島クリニック

海老名市中央３－３－１４ ２F

046-233-1313

相模が丘内科

座間市相模が丘５－４２－１０

042-742-6866

なごみ皮膚科

海老名市中央３－４－１

046-236-3115

相模台病院

座間市相模が丘６－２４－２８

046‐256‐0011

玉井小児科神経クリニック

海老名市上今泉４－１３－１８

046‐233‐7005

中村整形外科

座間市'さがみ野１－５－８

046-256-7355

えびな脳神経外科

海老名市下今泉４－２－１４ １Ｆ

046-236-2188

まこと在宅クリニック神奈川県央

座間市さがみ野２－１－３０ １Ｆ

046‐251-7766

海老名中央医院

海老名市国分南３－６－１７

046‐231‐4776

菊田医院

座間市さがみ野３－１－１２

046‐253‐1234

やよいクリニック

海老名市国分北１－３８－２８

046-233-8419

浅利クリニック

座間市座間２－２３６－４

046-255-8611

えびな整形外科

海老名市国分北２－１５－１４ １０１

046-236-3530

相武台外科胃腸科医院

座間市相武台１－２６－２４

046‐254‐3221

のざわ小児科内科医院

海老名市杉久保北４－１３－１４

046-238-9957

相武台ニーレンクリニック

座間市相武台１－３５－１０ １F

046-298-2552

湘南ひまわりクリニック

海老名市国分寺台２－５－１８

046‐259‐6082

座間総合病院

座間市相武台１－５０－１

046-251-1311

葉梨循環器内科クリニック

海老名市柏ケ谷５２２-４

046-232-8740

相武台病院

座間市相武台１－９－７

046-256-5111

湘陽かしわ台病院

海老名市柏ケ谷５８４－２

046-292-5800

馬來内科胃腸外科

座間市相武台２－３８－３１

046-255-3228

オハナ糖尿病内科クリニック

海老名市柏ケ谷６４０－２－１F

046-292-3087

降矢医院

座間市相武台３－１８－５１

046‐251‐1364

葉梨整形外科

海老名市柏ケ谷７１９－４

046‐232‐8500

相武台メディカルクリニック

座間市相武台３－２７－６０

046-255-3003

かしわ台駅前クリニック

海老名市柏ケ谷１０５２－２ １０１

046-234-1234

たかはしクリニック

座間市相武台３－４２－６１－１

046‐257‐7737

もり整形外科眼科

海老名市東柏ケ谷２－２９－１６

046-234-5565

座間小児科診療所

座間市立野台２－２０－２４

046‐251‐2366

とみなが内科医院

海老名市東柏ケ谷３－１３－６ ２F

046-235-4333

竹川胃腸科医院

座間市立野台２－３－６

046‐254‐3166

さがみ野診療所

海老名市東柏ケ谷３－１７－３１

046-231-9981

立野台内科クリニック

座間市立野台３－１４－５

046-204-9222

さがみ野内科・呼吸器クリニック

海老名市東柏ヶ谷４－１２－４ ２Ｆ

046-240-1180

鳥羽内科

座間市ひばりが丘１－２９－１

046‐255‐2732

さがみ野中央病院

海老名市東柏ケ谷６－２０－２０

046-233-5110
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前田医院

座間市ひばりが丘３－８－７

046‐251‐3137

オアシス湘南病院

海老名市中河内１２２７－１

046-238-6262

マザーホームクリニック

座間市緑ケ丘２-１-１５-３

046-204-5621

海老名ハートクリニック

海老名市中新田４０６

046-236-6085

広井内科医院

座間市緑ケ丘４－７－７

046‐254‐8307

海老名メデイカルプラザ

海老名市中新田４３９－１

046-292-0222

共ケ岡診療所

綾瀬市大上３－２０－２３

0467-78-1598

大島クリニック

海老名市河原口１－１－１４

046-236-3000

原クリニック

綾瀬市寺尾釜田１－１－８

0467-79-8348

こっここどもクリニック

海老名市河原口２－３０－２８

046-292-0115

市川医院

綾瀬市寺尾南１－６－１７

0467-78-7311

今里クリニック

海老名市今里１－１０－１２

046-232-8222

あやせ訪問クリニック

綾瀬市早川城山２－１３－５ １F

0467-84-7220

えびな桂冠内科クリニック

海老名市本郷２６６６－１

046-239-3900

さとうこどもクリニック

綾瀬市深谷上１－１２－２１

0467-70-8031

滝島医院

相模原市南区相南１－１７－２７

042-742-8535

あやせ耳鼻咽喉科

綾瀬市深谷上１－１２－４６ Ｃ棟

0467-78-3387

田辺整形外科

相模原市南区相南４－１７－１１

042-742-3623

熊倉整形外科

綾瀬市深谷上２－３－１２

0467-77-7111

さがみ循環器クリニック

相模原市南区相南４－２１－５

042-746-2211

綾瀬厚生病院

綾瀬市深谷中１－４－１６

0467-77-5111

井村クリニック

相模原市南区相南４－２４－３３

042-741-8666

とうめい綾瀬腎クリニック

綾瀬市深谷中１－８－２０

0467-70-1115

山内クリニック

相模原市南区相武台１－１７－７

046-251-1646

綾瀬ライフスタイルクリニック

綾瀬市深谷中１－１６－３５ １Ｆ

0467-71-0307

相武台脳神経外科

相模原市南区相武台１－２３－９

046-258-2728

綾瀬消化器内科クリニック

綾瀬市深谷中１－１６－３５ ２Ｆ

0467-50-0422

まつの会診療室

相模原市南区相武台１－２４－１４

046-259-8780

紀医院

綾瀬市深谷中６－1９－１８

0467-78-0327

緒方医院

相模原市南区新磯野１－４３－１６

046-254-0833

きくち総合診療クリニック

綾瀬市深谷中７-１８-２ １Ｆ

0467-76-1000

荘加医院

相模原市南区新磯野３－３２－９

046-254-5010

比留川医院

綾瀬市深谷南１－６－３

0467-79-0355

中沢内科医院

相模原市南区相模台４－１４－１８

042-742-0479

博愛医院

相模原市南区南台３－１２－１５

042-743-7247

ペアナードオダサガ はやしクリニック 相模原市南区南台５－１１－１９ ３０２

042-702-9248

フォレストクリニック オダサカ内科

042-701-8338
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相模原市南区南台５－１１－１９ ３０３

