
【接種期間】令和３年１０月１日～令和４年１月３１日

受託医療機関名 電話番号 受託医療機関名 電話番号
あ 合川 合川さかもと内科 ４１－８５８５ し 荘島 井之口耳鼻咽喉科医院 ３４－３３８７

きたがわ整形クリニック ４５－０９４５ 緒方胃腸科医院 ３４－８３１１

田中医院 ４３－６１７１ 城島 池田クリニック ６２－３１００

荒木 いきいきリハビリクリニック ５１－３３４４ (医）上野医院（城島） ６２－３１５６

岡田医院 ２７－３３１１ 上野医院（芦塚） ６２－０１２２

岡部医院 ２７－０１８５ 寺崎医院 ６２－３３３６

亀尾医院（荒木町） ２６－５１５１ 富田病院 ６２－３１２１

久留米南病院 ２６－０１００ 原口医院 ６２－３３２９

田尻外科胃腸科医院 ２６－６９３０ 萬年内科 ６２－４１６１

松枝医院 ２６－１４５３ 城南 しん漢方診療クリニック ８０－６７７４

う 梅満 河田産婦人科 ３２－２５０２ 本間内科循環器内科 ３３－３４２１

重冨外科医院 ３２－０７０７ 白山 丸山クリニック ３３－２２５０

ファミリークリニック陽なた ３６－５０５０ 新合川 癒しの森内科クリニック ６５－６０１０

俣野内科医院 ３２－５７１０ す 諏訪野 いむた小児科 ３０－７６１１

お 大石 加茂内科医院 ３５－２６０９ 宇都内科医院 ３５－８２２０

大手 大手町クリニック ３１－００７７ 小川内科医院 ３５－６６１１

大橋 なご整形外科 ４７－１３５１ 三宮整形外科医院 ３４－７６５１

か 上津 あさひクリニック ６５－３０２７ しろうず耳鼻咽喉科クリニック ３６－３３８７

いわい内科胃腸科医院 ２２－０１２３ みぞべ内科クリニック ２７－８６０５

おかむら医院 ２２－０９５５ むたほとめきクリニック ４６－０９０９

松浦整形外科医院 ２２－２３００ 山下脳神経外科医院 ２１－９６２６

まつもと医院 ２２－８１８１ せ 青峰 たがみ医院 ４３－１１８８

き 北野 石田医院 ７８－３２９５ 瀬下 三原医院 ３２－２５０９

大城診療所 ７８－２１１７ 善導寺 香月内科ハートクリニック ４７－１０３６

蒲池医院 ７８－３０６５ 境胃腸科内科医院 ４７－３５５８

熊谷医院 ７８－４３２２ 陶山クリニック ６５－７９２５

神代病院 ７８－３１７７ 善導寺こどもクリニック ４７－０８１８

田中内科医院 ７８－４１５６ ぜんどうじ整形外科 ４１－５７７０

田中まさはるクリニック ４１－３５３５ にしごおり医院 ４７－０７７７

にのみや整形外科 ７８－２５０１ やの医院 ２３－３０００

まつゆき小児科医院 ７８－３１０５ た 大善寺 池尻医院 ２６－２４２７

京 草場胃腸医院 ３４－２１０２ 井上内科医院 ５１－３３８０

田中循環器科内科医院 ３５－７３７８ 大善寺医院 ２７－３８５１

く 草野 井星医院 ４７－００７２ かたやまクリニック ２６－１７００

櫛原 小児科　井上医院 ３２－３０６４ 藤吉内科消化器科医院 ５１－３００７

久留米総合病院 ３３－１２１１ 田主丸 いけどう循環器内科医院 ７２－１２３３

竹内クリニック ３１－７０７０ 緒方クリニック ７２－１７７１

こ 高良内 半井病院 ２２－１３０８ 熊谷医院(田主丸町) ７２－２３１６

渡辺医院 ４３－８５７０ くまがえクリニック ７２－２５２８

国分 いのくち医院 ２１－４６６２ 高岡整形外科医院 ７３－０５７２

竹田津医院 ２１－３７２０ 竹下胃腸科内科医院 ７２－３００７

田中内科胃腸科医院 ２１－６３６１ 田主丸中央病院 ７２－２４６０

ツジ胃腸内科医院 ２１－１５８２ 中野内科医院 ７２－２８２７

松尾内科医院 ２２－０１４８ 原田小児科内科医院 ７３－０１９５

薬師寺内科医院 ２１－２６８３ 日野医院 ７２－３０２７

渡辺レディースクリニック ２１－１１０３ 深川レディスクリニック ７２－１１２２

小森野 久留米中央病院 ３５－１０００ やのクリニック ７２－２４６４

星野医院 ３９－０５００ ゆうかり医療療育センター ７３－０１５２

吉村病院 ７２－３１３１

  令和３年度　高齢者インフルエンザ受託医療機関一覧 

※ 医療機関によっては、接種できる曜日・時間がきまっていますので、あらかじめ電話での確認をお願いします。
※ 福岡県内であれば、市外のかかりつけ医でも接種できます（広域化）。広域化に参加していない医療機関もありますので事前に確認してください。
※ 県外施設への入所等の理由により県外での接種を希望される場合は、久留米市保健所保健予防課（TEL.0942-30-9730）へ ご相談ください。

所在地 所在地

市外局番　０９４２　（田主丸のみ０９４３）



受託医療機関名 電話番号 受託医療機関名 電話番号

た 太郎原 岡田脳神経外科医院 ４５－０２２０ ひ 東合川 久留米記念病院 ４５－１８１１

ち 中央 田中内科クリニック ３２－２６５５ さとうメディカルクリニック ４８－０８８１

音成神経内科・内科クリニック ３６－６８５５ 東合川　山田整形外科・リハビリテーション科 ４５－３１００

山本内科医院 ３５－５３７７ 日高大腸肛門クリニック ４４－７７３７

つ 津福今 田中外科胃腸科クリニック ３０－０１２３ 藤本消化器内科医院 ４５－６５６５

中田循環器科内科クリニック ３０－３２１１ 東櫛原 小篠医院 ３２－１０６８

NAKAMIZO美と健康のクリニック ４６－０１７２ 親和胃腸科内科医院 ３２－４０１３

津福本 内山内科医院 ３２－９１６８ はかたみち耳鼻咽喉科 ３８－０８０１

聖マリアヘルスケアセンター ３５－５５２２ 村岡外科医院 ３２－８８８９

田山メディカルクリニック ３４－００２１ やまうちクリニック ３２－７０１１

福井レディースクリニック ３９－２２８８ 日吉 行徳内科胃腸科循環器科診療所 ３２－５１７５

牟田内科医院 ３３－１９５５ 楠病院 ３５－２７２５

山本クリニック ３６－３４６６ 心血医院 ６５－５１２９

て 天神 新古賀クリニック ３５－２４８５ 日吉いのうえ小児科 ３６－０６３３

新古賀病院 ３８－２２２２ 文化街診療所 ３３－３９０３

天神田中内科医院 ３８－２３６０ みやはら産婦人科医院 ３３－３３３１

広瀬耳鼻咽喉科医院 ３２－１５８７ ふ 藤光 高良台リハビリテーション病院 ５１－３８３８

な 長門石 くらたクリニック ３５－５５４３ 藤山 上津中央クリニック ２１－８０２２

なかなみ泌尿器科 ３６－２０８０ ほ 螢川 野原内科循環器科医院 ３２－２９６９

西村医院 ３２－８７１２ み 御井 あらき耳鼻咽頭科クリニック ４４－６８８８

ふじたクリニック ３８－２８１６ 天寿堂医院 ４５－３０００

森山整形外科院 ３０－１６２５ みい駅前まわたり内科 ４１－８８８１

南薫西 木下医院 ３２－４６２５ みい内科クリニック ４１－１０３１

に 西 安達医院 ２７－５３１２ 御井旗崎 さかた小児科クリニック ２７－８８４１

今立内科クリニック ２１－３３３１ 三潴 いしばし循環器内科 ６４－６１１１

おだ内科医院 ３２－４９８６ 古賀医院 ６５－０２４０

城皮膚科・形成外科 ３４－０９１５ 十連クリニック ６５－１１３３

内藤病院 ３２－１２１２ ハイジア内科 ５５－９５５０

内藤クリニック ３９－７７１１ 本村泌尿器科医院 ６５－１６２３

花畑診療所 ３７－１１９９ 安本病院 ６４－２０３２

花畑病院 ３２－４５６５ 矢野医院 ６５－１２３５

堀川病院 ３８－１２００ 吉村医院 ６４－２４４３

の 野中 いのうクリニック ３０－５６７８ 南 愛康内科医院 ２１－５５５６
きむらアレルギー・こどもクリニック ４０－７７００ クリニック南町 ２１－８１５５

古賀内科クリニック ３８－７３５０ はるた医院 ２２－８１００

小坪内科・消化器内科 ３２－９７６８ ひだか子どもクリニック ２２－０１１９

柴田循環器科内科医院 ３６－１７７７ 宮﨑クリニック ２１－９４３１

ひらつか内科循環器内科 ３６－３３６６ 宮ノ陣 アルカディアクリニック ３３－８８７７

宮崎内科循環器内科 ４１－００１１ 亀尾医院（宮ノ陣） ３４－０２２６

野伏間 野伏間クリニック ２６－００６６ 古賀病院２１ ３８－３３３３

は 花畑 稲田内科クリニック ４６－８２５５ 徳安医院 ３２－３１２９

筒井医院 ３２－４１１４ ひまわりＡクリニック ３０－２０３０

まさ乳腺クリニック ４６－１１００ 福田こどもクリニック ４６－６０００

よしかいクリニック ３９－４１１４ む 六ッ門 秋吉内科 ３２－５６４５

原古賀 伴医院 ３５－５５７７ 弥永協立病院 ３３－３１５３

ひろつおなかクリニック ３９－２２２８ も 本山 井上クリニック ５１－００５０

ひ 東 青木内科・消化器内科クリニック ３０－６０３０ や 安武 淡河医院 ２７－２５０４

安藤整形外科医院 ３２－３０３０ すみたクリニック ５１－３３３３

下津浦内科医院 ３６－０６２０ まつもと整形外科 ２７－０７５５

せりかわ医院 ３２－９５５４ みつい医院 ２７－９９６６

天神胃腸クリニック ３５－４７０１ 山川追分 赤司内科医院 ４４－２０９５

戸次クリニック ３３－３１２３ 出口外科胃腸科医院 ４３－２３２９

山本 久留米リハビリテーション病院 ４３－８０３３市外局番　０９４２　（田主丸のみ０９４３）

所在地

   令和３年度　高齢者インフルエンザ受託医療機関一覧 
所在地


