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青葉台 青葉台クリニック 霞町 宮崎胃腸科放射線科内科医院 島谷病院 山陽ぬまくま腎クリニック 藤本外科胃腸科肛門科クリニック

おかだ（外科･内科）医院 金江町 中村外科胃腸科医院 高橋整形外科 高橋医院 やすだクリニック

神原病院 神村町 石井医院 日野内科・小児科クリニック 常石医院 板崎外科整形外科

楠本病院 杉原医院 よしだレディースクリニック内科・小児科 沼隈病院 福山記念病院

平田耳鼻咽喉科 せら医院 住吉町 セオ病院 村上泌尿器科内科医院 児玉クリニック

芦田町 石川医院 向田内科医院 さいきじんクリニック 神辺内科 中村整形外科

伊勢丘内科クリニック 占部内科医院 福田内科小児科 古城クリニック 福山第一病院

永原内科クリニック 大石病院 千田町 菊池内科 山陽病院 水永病院

法宗医院 渡邉内科クリニック 石井内科医院 ちょう外科医院 目崎内科胃腸科循環器科医院

ふじもり医院 井口産婦人科小児科医院 竹本内科循環器科 延広町 高橋クリニック 森田内科クリニック

品川小児科内科 いしいクリニック にし整形外科 花園町 花園クリニック ゆう耳鼻いんこう科クリニック

瀬尾クリニック いわた耳鼻咽喉科クリニック 三木耳鼻咽喉科医院 東川口町 石田内科・循環器科 こじょう内科

花咲医院 上田内科 いしおか医院 耳鼻咽喉科東手城医院 原内科医院

平木耳鼻咽喉科医院 大城外科医院 坂本眼科小児科クリニック 土屋内科医院 広岡整形外科

ひろおか医院 小川内科胃腸科 さとう脳外科クリニック もりかわ内科クリニック 藤井内科胃腸科呼吸器科

八木小児科医院 亀川病院 多田病院 井上病院 かねもり婦人科クリニック

和田胃腸科・皮膚科クリニック きぬた小児科 日本鋼管福山病院 宇田内科リウマチ科 寺岡整形外科病院

入船町 宮崎入船医院 さかい内科 藤本医院 タカタ内科胃腸科 福山検診所

内浦診療所 柴田内科 高西町 田川内科医院 三宅整形外科病院 南松永町 広中内科クリニック

内海町いちかわ診療所 竹丸外科胃腸科 さいとう小児科 東村町 藤井クリニック 上野整形外科・リハビリ科

多田医院 福山市民病院附属神辺診療所 にしえクリニック 石川内科医院 おおもとウィメンズクリニック

井上小児科内科医院 藤田医院 クリニック和田 コム・クリニック佐藤 岡田クリニック

えきや外科クリニック まが医院 谷口ハートクリニック 中村内科・小児科 小林医院

草浦医院 やまてクリニック 津之郷町 青景医院 東福山内科病院 福山友愛病院

小畠病院 優輝整形リハビリステーション 坪生町 西井内科医院 福山回生病院 ふじいクリニック

さくらの丘クリニック 柚木外科医院 田中メディカルクリニック 藤江町 松山内科 まつおか耳鼻咽喉科

佐野内科胃腸科医院 よしたかクリニック 前原病院 船町 船町ふじおかクリニック 向田医院

長外科胃腸科医院 北本庄 松谷循環器科神経内科医院 森内科 古野上町 井上医院 御船町 佐藤耳鼻咽喉科医院

内藤クリニック 北吉津町 平川内科医院 石藤クリニック 本郷町 石井内科 橘髙クリニック

松井内科 岩﨑整形外科 村上内科循環器科医院 本庄町中 まつもりファミリークリニック 松永脳外科クリニック

南坊井上内科循環器科医院 城北診療所 沼南医院 本町 西谷内科 庵谷内科循環器科

王子町 上田循環器科内科 熊野町 岡本医院 德永医院 石原内科胃腸科 中島整形外科医院

いぐちクリニック 佐藤内科胃腸科 藤井病院 上原医院 平井外科胃腸科医院

石井耳鼻咽喉科医院 とくも胃腸科皮ふ科 冨永内科医院 おかもと内科 明神町 明神館脳神経外科

うだ胃腸科内科外科クリニック 福山光南クリニック 藤井整形形成外科医院 小川胃腸科内科産婦人科医院 黒瀬クリニック

重政レディスクリニック 蔵王町 福山市民病院 西桜町 奥坊クリニック 金原医院 しだはらクリニック

シバハラ胃腸科内科医院 三之丸町 佐々木内科小児科クリニック 中川クリニック 佐藤脳神経外科 たかはし小児科

脳神経センター大田記念病院 昭和町 瀬尾胃腸科内科医院 森近内科 進藤内科循環器科医院 平山クリニック
独立行政法人国立病院機構福山医療センター 池田医院 今福内科クリニック 西福山病院 まつなが産科婦人科

福山泌尿器病院 石川クリニック 佐藤胃腸科医院 はしもとじんクリニック 小池内科循環器科

堀病院 新市ときながクリニック 市役所通りクリニック 宮地クリニック 小池病院

笠岡町 荒木医院 住井内科 福山城西病院 いそだ病院 紅葉町 岩崎皮ふ科・形成外科

小林病院 瀬尾医院 木下メディカルクリニック こばたけ医院 柳津町 橘高内科小児科医院

佐長内科クリニック 常金丸診療所 倉田内科医院 まつはまクリニック 山手町 小林外科胃腸科

竹内耳鼻咽喉科 寺岡記念病院 佐々木内科クリニック 丸之内 坂田医院 横尾町 広畑内科・もり皮膚科

武内科胃腸科医院 三島医院 山南クリニック 御門町 日野ホームクリニック 若松町 池田響子ハートクリニック

藤田小児科内科医院 新涯町 加藤医院
若林医院

沖野上町

加茂町

川口町

神辺町

木之庄町

光南町

新市町

新涯町

瀬戸町

大黒町

大門町

宝町

多治米町

西深津町

西町

駅家町

沼隈町

赤坂町

曙町

伊勢丘

今津町

手城町

道三町

東手城町

東深津町

東町

引野町

鞆町

奈良津町

松浜町

御門町

港町

南蔵王町

南手城町

南本庄

水呑町

宮前町

沼隈町

野上町

御幸町

三吉町

明治町

※どなたでも接種可能な医療機関のみ掲載。　２０１４年（平成２６年）１０月９日現在

福山市内の高齢者インフルエンザ予防接種実施協力医療機関一覧
● 事前に予約等が必要な場合もあります。接種日や時間について，医療機関にあらかじめ電話等で確認をしてください。

内海町

春日町

幕山台

松永町


