令和３年度高齢者の肺炎球菌感染症定期予防接種協力医療機関名簿
※ 予約が必要な場合がありますので、必ず、事前に病院に確認をしてからお出かけください。
※ お住まいの区に関わらず、掲載されている医療機関で接種ができます。
区 地区
医療機関名
所在地
電話番号
備考

橋本

緑
区
大沢

城山

津久井

相模湖

藤野

中
央
区

本庁

脳と神経のクリニック橋本
千島クリニック
内科クリニックこばやし
相模原協同病院
真島医院
浮田医院
相原病院
はしもと南口クリニック
山内メディカルクリニック
しなだ呼吸器循環器クリニック
岡部クリニック
中川胃腸内科クリニック
りつの内視鏡クリニック
はまくぼクリニック
橋本みなみ内科本院
矢田内科小児科医院
橋本クリニック
西脇医院
橋本医院
鈴木内科･循環器科
矢島医院
小俣医院
りつの本医院
あさひクリニック
りつの医院
みずじゅんクリニック
北条クリニックはしもと
下九沢内科クリニック
ひらお耳鼻咽喉科
晃友内科整形外科
相和病院
よしむらクリニック
山本医院
晃友上九沢クリニック
城山内科呼吸器科クリニック
小田内科クリニック
矢吹整形外科
にしもと脳神経外科クリニック
広瀬病院
城山すずきクリニック
いざなぎ診療所
りつのクリニック
相模原赤十字病院
森田病院
相模原市立青野原診療所
相模原市国民健康保険青根診療所
梶原医院
原田医院
相模原市立千木良診療所
相模原市国民健康保険内郷診療所
佐野川クリニック
相模原市立藤野診療所
相模原市国民健康保険日連診療所
ふじの温泉病院
西村クリニック
大塚内科医院
青葉ふたまたクリニック
角中クリニック
林クリニック
松崎医院
大場内科クリニック

西橋本５−１−１
西橋本４−８−４１
西橋本５−１−１
橋本台４−３−１
二本松４−２４−３２−２
二本松１−６−２
相原５−１２−５
橋本１−１７−２０
橋本２−１１−１２
橋本３−１４−１
橋本３−１５−４
橋本４−１８−１３
橋本６−１２−７
橋本６−２０−１
橋本７−５−１
橋本２−３−６
橋本３−２１−５
橋本４−５−１２
橋本５−１３−２
橋本６−２−２
橋本６−３２−１０
橋本８−３−３７
東橋本１−５−１２
東橋本３−１−１６
東橋本２−１９−９
大山町１−２２
下九沢１７７９−１
下九沢１３８１−１
下九沢１９１２−１
大島１５８５−５
大島１７５２
大島８６６−３
大島３２６３−１
上九沢４
原宿４−２−７０
原宿南１−９−１
原宿南２−４８−１８
向原４−２−３
久保沢２−３−１６
川尻１４２４−１
長竹１１８９−４
鳥屋１１６２−１
中野２５６
三ヶ木６２７
青野原２０１５−２
青根１８３７−１
与瀬１０９１
与瀬本町２１−３
千木良８５２−８
若柳１２０７
佐野川３４４０−５
小渕１６５６−１
日連１０３７−１
牧野８１４７−２
すすきの町３６−１７
氷川町１３−１
青葉３ー２４−１
緑が丘１−２１−１４
緑が丘２−２８−３
光が丘３−７−６
相模原１−２−６

042-703-0070
042-775-2770
042-770-7371
042-761-6020
042-772-3791
042-772-7371
042-772-3100
042-700-8025
042-703-8982
042-700-3322
042-771-3387
042-775-6610
042-703-8088
042-770-1811
042-700-3712
042-772-1310
042-773-1571
042-771-5255
042-774-4686
042-771-2201
042-772-1561
042-772-2525
042-773-1577
042-707-9555
042-773-3322
042-812-5949
042-763-0075
042-762-0541
042-764-4187
042-760-6200
042-761-2331
042-764-6633
042-761-9381
042-764-2400
042-783-0552
042-851-2391
042-782-4554
042-782-3005
042-782-3021
042-783-8377
042-780-1120
042-785-0055
042-784-1101
042-784-4114
042-787-0004
042-787-2834
042-685-0611
042-684-3838
042-684-2046
042-685-0017
042-687-5471
042-687-2229
042-687-2005
042-689-2321
042-753-3555
042-752-1435
042-707-4126
042-730-6500
042-751-0151
042-754-6349
042-758-6811

※ 内容は一部変更される場合があります。
令和３年５月１９日現在

区

地区

かかりつけのみ

かかりつけのみ
かかりつけのみ
かかりつけのみ

本庁
かかりつけのみ

かかりつけのみ

中
央
区

大野北
かかりつけのみ

かかりつけのみ

上溝

田名
かかりつけのみ

医療機関名
第二相模原クリニック
相模原ステーションクリニック
さがみはら佐とうクリニック
西門クリニック
にいの整形外科
山田クリニック
かながわ循環器内科
さがみ仁和会病院
高井内科クリニック
相模原クリニック
永井こども医院
青山内科医院
山川内科クリニック
相模原中央病院
千代田クリニック
やまうち医院
星が丘クリニック
宮本医院
相模原記念クリニック
相模中央クリニック
ＡＯＩ湘北病院
横山台メディカルクリニック
竹吉内科クリニック
箕岡医院
さかた整形外科
林内科クリニック
あさばクリニック
めぐみクリニック
さがみリハビリテーション病院
総合相模更生病院
ふちのべファミリークリニック
ひぐち内科・消化器
斉藤医院
半沢クリニック
佐藤内科クリニック
渕野辺総合病院
遠藤クリニック
きたむら淵野辺クリニック
もろほし整形外科クリニック
かぬまだいけやきクリニック
あべクリニック
久保寺整形外科
尾形内科・循環器科
ソフィアレディスクリニック
かんの耳鼻咽喉科
ふちのべ内科クリニック
つちはし内科クリニック
上溝内科クリニック
かみみぞ中央診療所
たてのクリニック
まつざわクリニック
岩久内科クリニック
中村病院
関医院
田名整形外科クリニック
小野内科医院
羽田内科クリニック
宮田医院
うめざわクリニック
田名病院

所在地
相模原１−１−１９
相模原１−１−１９
相模原３−６−６
相模原６−１８−１３
相模原３−１２−９
相模原３−１２−９
相模原３−６−６
相模原４−１１−４
相模原５−７−２０
相模原７−５−５
矢部２−３０−３
矢部３−１６−１４
富士見５−１４−１２
富士見６−４−２０
千代田４−４−１０
千代田６−１−１８
星が丘４−２−６０
星が丘２−７−２０
中央４−１２−３
中央６−９−２３
横山台２−１８−４１
横山台２−５−１−３Ｆ
横山３−２７−３
横山３−１０−５
南橋本１−１２−１４
南橋本１−１２−１４
南橋本１−５−１９
下九沢９４５−１
下九沢５４−２
小山３４２９
淵野辺本町２−５−１９
東淵野辺５−８−９
東淵野辺１−１３−１１
淵野辺１−１０−１３
淵野辺１−１−１２
淵野辺３−２−８
由野台１−２３−７
鹿沼台２−１０−１５
鹿沼台２−１０−１６
鹿沼台２−１８−６
鹿沼台２−１８−２０
鹿沼台１−１５−９
鹿沼台２−１１−５
鹿沼台２−１２−２
鹿沼台２−２１−１２
共和１−３−４０
共和１−６−３０
上溝３１７５−１
上溝３９２６−１０
上溝４−１４−６
上溝２１７９−４
上溝６−１１−２
上溝６−１８−３９
上溝６−２０−１５
田名１９５３
田名３１９８−３
田名４４３４−４
田名５４５０−３
田名塩田２−１６−３３
田名塩田３−１４−３６

電話番号

備考

042-730-7301
042-758-8881
042-704-0203
042-756-0335
042-751-5611
042-786-1661
042-752-3013
042-755-2133
042-751-2205
042-758-6521
042-752-1115
042-753-8719
042-750-8099
042-754-2211
042-757-0102
042-707-0313
042-757-9550
042-752-0212
042-758-8171
042-751-0053
042-861-8800
042-858-7733
042-730-8338
042-753-2241
042-772-7373
042-779-2010
042-700-3320
042-703-4235
042-773-3211
042-752-1808
042-776-8181
042-704-9370
042-786-1770
042-786-5115
042-730-1477
042-754-2222
042-753-0807
042-768-7561
042-750-2707
042-707-0426
042-752-8187
042-757-8900
042-756-6685
042-776-3636
042-753-1873
042-851-3517
042-730-3003
042-759-7070
042-707-2100
042-760-3770
042-762-3166
042-762-2552
042-761-3721
042-761-2080
042-761-7000
042-760-1180
042-761-2552
042-762-2321
042-777-6622
042-778-3080

かかりつけのみ
かかりつけのみ
かかりつけのみ

かかりつけのみ
かかりつけのみ
かかりつけのみ

かかりつけのみ

かかりつけのみ

かかりつけのみ
かかりつけのみ
かかりつけのみ

かかりつけのみ

かかりつけのみ

かかりつけのみ

かかりつけのみ

区

地区

医療機関名

うのもり内科クリニック
細田クリニック
大野台クリニック
豊田内科クリニック
みはら医院
東大沼内科クリニック
佐藤医院
田原メディカルクリニック
大野中
地域・往診クリニックさがみはら
古淵駅前レディースクリニック
前原整形外科
かとう在宅医療クリニック
阪クリニック
ムカエ内科
宮崎クリニック
新津谷クリニック
阿部内科クリニック

南
区

所在地

鵜野森１−１６−１５
鵜野森１−２９−８
大野台６−１９−１２ ２F
大野台７−２９−５
西大沼４−８−２９
東大沼１−１２−４３
若松４−１７−１８
若松３−４８−１７
古淵１−１８−３１
古淵２−１６−１
古淵２−１６−１
古淵２−１６−９
古淵２−１７−３
古淵３−１２−３
古淵３−１８−１３
古淵３−２６−１７
相模大野３−３−１
相模大野駅前タワー整形外科・リウマチ科 相模大野３−３−１
ヘルス・サイエンス・センター相模大野クリニック 相模大野３−３−２−４０１
おおくさ泌尿器・内科クリニック
相模大野３−１３−１３
相模大野内科・腎クリニック
相模大野３−１３−１５
まはろクリニック
相模大野３−１５−２０
さくらライフさがみクリニック
相模大野３−１９−１１
原メディカルクリニック
相模大野４−５−１７
あまのクリニック眼科内科
相模大野５−１８−２
優心クリニック
相模大野５−２７−３９
パークスクエアクリニック
相模大野７−３５−１
相模大野病院
相模大野７−８−１６
正木クリニック相模大野
相模大野６−１５−１８
木村医院
相模大野７−１２−９
相模大野整形形成外科
相模大野３−１１−５
大野南 平井クリニック
相模大野３−１１−５
やまぎしクリニック相模大野
相模大野３−１４−２０
松谷こども＆内科クリニック
相模大野５−２７−８
清水医院
相模大野５−２９−１６
谷口台医院
相模大野５−４−１４
さがみ生協病院
相模大野６−２−１１
竹村クリニック
旭町２３−１３
油井クリニック
豊町１６−５
黒河内病院
豊町１７−３６
窪田医院
文京２−１９−１７
やぐちメディカルクリニック
上鶴間本町１−３８−３０
本田医院
上鶴間本町２−１０−１５
さいとう内科医院
上鶴間本町４−４８−３
あおき整形外科
上鶴間本町４-４８-２４
菅産婦人科医院
上鶴間本町５−４−１６
上鶴間ファミリークリニック
上鶴間本町８−４４−２０
志村クリニック
下溝６７３−１
馬嶋医院
下溝７２２−１
麻溝 加來クリニック
下溝７５６−６
湘寿相模原クリニック
当麻８２０−１
原当麻クリニック
当麻１１１７−７
新戸診療所
新戸１７１７
新磯
磯部クリニック
磯部９４１
フォレストクリニック オダサガ内科
南台５−１１−１９
ペアナードオダサガはやしクリニック
南台５−１１−１９−３０２
博愛医院
南台３−１２−１５
相模台 さがみ整形外科
南台５−１２−２８
南台医院
南台５−１２−３０
武井小児科医院
南台５−１５−７
みそのハートクリニック
御園２−１０−１５

電話番号
042-705-3122
042-742-5525
042-704-6645
042-754-6908
042-746-7280
042-767-0170
042-743-3152
042-749-3131
042-704-8535
042-754-7088
042-754-0081
042-754-6896
042-776-7709
042-757-7155
042-743-8121
042-745-8373
042-702-0577
042-701-4561
042-740-6200
042-701-7950
042-705-5575
042-743-1024
050-6875-0812
042-701-5588
042-767-3571
042-705-3780
042-705-8101
042-748-0211
042-747-8800
042-742-9769
042-740-8881
042-767-0850
042-705-8055
042-747-4151
042-742-2812
042-742-9130
042-743-3261
042-766-7811
042-745-1889
042-742-0211
042-744-0217
042-701-0891
042-765-1101
042-705-3629
042-705-3337
042-747-1231
042-767-5332
042-777-1117
042-778-1005
042-778-5100
042-719-8561
042-777-0087
046-251-0428
046-293-0133
042-701-8338
042-702-9248
042-743-7247
042-748-8555
042-765-4088
042-744-1018
042-746-0861

備考

区

地区

医療機関名

武宮医院
ミオ医院
北村ファミリークリニック
中沢内科医院
相模台 相模原病院

かかりつけのみ
かかりつけのみ
かかりつけのみ
かかりつけのみ
かかりつけのみ

かかりつけのみ

かかりつけのみ

かかりつけのみ

かかりつけのみ

かかりつけのみ

※ 令和３年５月１９日現在の状況です。必ず、事前に病院に確認をしてからお出かけください。

所在地

御園３−１１−２
相模台２−１６−２１
相模台７−３６−２３
相模台４−１４−１８
桜台１８−１
在宅療養支援クリニックかえでの風さがみ 麻溝台１−２−１５
さとう整形外科
麻溝台４−１０−１４
麻溝台内科・消化器クリニック
麻溝台４−１０−１４
中野医院
麻溝台５−１７−１０
愛心ケアクリニック
相武台団地２−３−９
相武台脳神経外科
相武台１−２３−９
まつの会診療室
相武台１−２４−１４
山内クリニック
相武台１−１７−７
相武台 小松会病院
新磯野２３３７
小児科・内科 緒方医院
新磯野１−４３−１６
丘整形外科病院
新磯野２−７−１０
荘加医院
新磯野３−３２−９
グリーンパーク内科クリニック
新磯野４−５−６−２
佃医院
上鶴間５−４−１２
南
くぬぎ台クリニック
上鶴間７−２−１２
区
東林間かねしろ内科クリニック
上鶴間７−６−２
東林間駅前ほりえクリニック
上鶴間７−６−４
東芝林間病院
上鶴間７−９−１
川村医院
東林間１−６−１４
角張医院
東林間３−１６−１４
奥平医院
東林間３−８−１１
森下記念病院
東林間４−２−１８
央優会レディースクリニック
東林間４−９−１
東林 泉家メディカルクリニック
東林間４−９−６
かめやま内科医院
東林間５−１−８
東林間整形外科
東林間５−２−９
もくお皮フ科・泌尿器科クリニック
東林間５−６−４
やまもとクリニック
東林間５−１３−８
田辺整形外科
相南４−１７−１１
滝島医院
相南１−１７−２７
さがみ循環器クリニック
相南４−２１−１５
井村クリニック
相南４−２４−３３
大塚医院
相南１−２２−６
黒沢産婦人科医院
松が枝町１−１０
医療法人嘉仁会 入澤クリニック
座間市相模が丘１−１８−２６
医療法人興生会相模台病院
座間市相模が丘６−２４−２８
鴇田医院
座間市相模が丘３−５３−１０
塚原クリニック
座間市相模が丘5-5-7
相模が丘内科
座間市相模が丘5-42-10-102
医療法人社団フルヤクリニック・降矢医院 座間市相武台３−１８−５１
医療法人社団 忠優会 相武台外科胃腸科医院 座間市相武台１−２６−２４
医療法人建理会たかはしクリニック
座間市相武台３−４２−６１
社会（医）ジャパンメディカルアライアンス座間総合病院 座間市相武台１−５０−１
桜井クリニック
座間市相武台1-35-13
相武台ニーレンクリニック
座間市相武台1-35-10
市外
相武台病院
座間市相武台1-9-7
相武台メディカルクリニック
座間市相武台3-27-60
くりはらメディカルクリニック
座間市栗原1199-4
医療法人社団広井内科医院
座間市緑ケ丘４−７−７
マザーホームクリニック
座間市緑ヶ丘2-1-15-3
浅利クリニック
座間市座間2-236-4
中央林間病院
大和市中央林間4-14-18
上野原市立病院
上野原市上野原3504-3
愛川北部病院
愛甲郡愛川町角田281-1
徳川ファミリークリニック
厚木市上依知3002
ゆこすメディカルケアクリニック
大和市西鶴間3-6-1

電話番号

備考

042-743-0339
042-742-8497
042-705-5990
042-742-0479
042-742-8311
042-701-5022
042-741-1733
042-701-3856
042-744-1200
046-240-1815
046-258-2728
046-259-8780
046-251-1646
042-744-6731
046-254-0833
042-748-1201
046-254-5010
046-259-9215
042-742-5464
042-743-9051
042-701-1041
042-740-8005
042-742-3577
042-748-7818
042-744-1541
042-748-7121
042-742-5055
042-748-7651
042-701-4327
042-747-3300
042-740-8330
042-767-2818
042-749-1101
042-742-3623
042-742-8535
042-746-2211
042-741-8666
042-746-1328
042-744-1412
042-748-7131
046-256-0011
046-251-2205
042-705-9555
042-742-6866
046-251-1364
046-254-3221
046-257-7737
046-251-1311
046-251-9919
046-298-2552
046-256-5111
046-255-3003
046-200-9898
046-254-8307
046-204-5621
046-255-8611
046-276-8822
0554-62-5121
046-284-2323
046-281-8651
046-244-6762

かかりつけのみ

かかりつけのみ
かかりつけのみ
かかりつけのみ
かかりつけのみ
かかりつけのみ

かかりつけのみ

かかりつけのみ
かかりつけのみ

かかりつけのみ

かかりつけのみ

かかりつけのみ

かかりつけのみ

【お問い合わせ】 ちょっとおしえてコール相模原 電話 ０４２−７７０−７７７７ （午前８時〜午後９時 年中無休）
専門的なお問い合わせや個人情報に関するお問い合わせは、担当課へ取り次ぐことになります。

