
医療機関名 住所 電話番号 FAX 曜日（祝日を除く） 時間（昼休みを除く） 特記事項

合川さかもと内科 合川町 0942-41-8585 0942-41-8584 月・火・木・金 11:00～12:00、16:00～17:00 （6.11 曜日・時間帯変更）

水・土 11:00～12:00 （6.11 曜日・時間帯変更）

いきいきリハビリクリニック 荒木町 0942-51-3344 0942-51-3355 月・火・木・金 9:00～17:00 （6.14追加)

岡田医院 荒木町 0942-27-3311 0942-27-4329 月～金 9:00～11:00 妊娠(可能性含む)・授乳中不可（6.11 曜日・条件変更）

松枝医院 荒木町 0942-26-1453 0942-27-4326 月～金 10:30～11:30、14:00～16:00 （6.11 曜日・時間帯変更）

土 10:30～11:30 （6.11 曜日・時間帯変更）

ファミリークリニック陽なた 梅満町 0942-36-5050 0942-36-5700 月・火・水・金 11:00～12:00、15:30～16:30 （6.14 曜日・時間帯変更）

木・土 11:00～12:00 （6.14 曜日・時間帯変更）

俣野内科医院 梅満町 0942-32-5710 0942-33-8125 月・火・木・金・土 14:30～17:00 かかりつけ患者のみ、妊娠(可能性含む)・授乳中・中学生以下不可（6.11 条件変更）

加茂内科医院 大石町 0942-35-2609 0942-33-8360 火・木・土 9:30～11:30 食物、薬剤アレルギーの人は不可（6.15 曜日・時間帯変更）

大手町クリニック 大手町 0942-31-0077 0942-31-0123 月・火・木・金 14:00～16:00 （6.11 曜日・時間帯変更）

土 11:00～12:00 （6.11 曜日・時間帯変更）

なご整形外科 大橋町 0942-47-1351 0942-47-1362 水 12:00～14:00 妊娠(可能性含む)・授乳中不可

土 13:00～15:00 妊娠(可能性含む)・授乳中不可

あさひクリニック 上津町 0942-65-3027 0942-65-3028 月～金 9:00～17:00

土 9:00～11:00 （6.11 曜日・時間帯変更）

いわい内科胃腸科医院 上津 0942-22-0123 0942-22-0005 月・火・水・金 10:00～、11:00～、15:30～ 妊娠(可能性含む)・授乳中不可（6.11 曜日・時間帯変更）

木・土 10:00～、11:00～ 妊娠(可能性含む)・授乳中不可（6.11 曜日・時間帯変更）

のぞえの丘病院 上津町 0942-22-3980 0942-27-5380 月～金 14:00～16:00

蒲池医院 北野町 0942-78-3065 0942-78-3934 月・火・水・金 15:30～17:00 中学生以下不可、未成年は保護者の同伴が必要（8.2条件変更）

木 10:30～12:00 中学生以下不可、未成年は保護者の同伴が必要（8.2条件変更）

田中内科医院 北野町 0942-78-4156 0942-78-2017 月・火・木・金 11:30～17:00 （8.20 曜日・時間・条件変更）

土 9:00～12:00 （8.20 曜日・時間・条件変更）

田中まさはるクリニック 北野町 0942-41-3535 0942-41-3536 月・火・金・土 15:00～ （6.11 曜日変更）

つむらファミリークリニック 高良内町 0942-43-9720 0942-43-2774 月・火・水・金 10:00～12:00、15:00～17:00

半井病院 高良内町 0942-22-1308 0942-22-6723 月～土 10:00～12:00、14:00～16:00 （6.11 曜日・時間帯変更）

いのくち医院 国分町 0942-21-4662 0942-21-1540 月・火・水・金 15:00～16:00 接種に条件あり（6.11 時間帯・条件変更）

猿渡整形外科医院 国分町 0942-21-8866 0942-21-8935 月・火・木・金 14:00～15:00 かかりつけ患者のみ

田中内科胃腸科医院 国分町 0942-21-6361 0942-21-8351 月～金 14:00～16:00 （6.11 時間帯・条件変更）

ツジ胃腸内科医院 国分町 0942-21-1582 0942-21-7272 月・火・水・金・土 12:00～、13:00～ かかりつけ患者のみ（6.11 曜日・時間帯変更）

はくあいクリニック 国分町 0942-21-4857 0942-21-1759 木 14:00～16:00 20歳以上のみ、WEB予約可（6.11 時間帯・条件変更）

原田内科医院 国分町 0942-22-1151 0942-22-1131 月・火・金 未定 かかりつけ患者のみ  （6.14 曜日・時間変更）

松尾内科医院 国分町 0942-22-0148 0942-21-9735 月・火・水・金 14:30～15:30 妊娠(可能性含む)・授乳中不可

薬師寺内科医院 国分町 0942-21-2683 0942-21-1740 月・火・水・金 16:00～16:30 かかりつけ患者のみ（6.11 曜日・時間帯変更）

久留米中央病院 小森野 0942-35-1000 0942-35-1001 火・木・金 14:00～16:00 （6.11 時間変更）

寺崎医院 城島町 0942-62-3336 0942-62-2213 火・木・土 11:00～13:00 電話番号0942-62-3336に訂正(4.26訂正)　曜日の変更（5.24 曜日の変更）

富田病院 城島町 0942-62-3121 0942-62-4819 月～金 14:00～16:00 妊娠(可能性含む)・授乳中不可

原口医院 城島町 0942-62-3329 0942-62-2450 月・火・木・金 14:00～16:00

齋藤醫院 白山町 0942-34-3110 0942-30-5240 月・水 15:00～16:00 かかりつけ患者のみ（6.11 追加）

くるめ病院 新合川 0942-43-5757 0942-43-6959 月・火 15:00～16:00 かかりつけ患者のみ（6.14 時間変更）

はるこどもクリニック 新合川 0942-45-8558 0942-45-8559 月・火・金・土 11:00～12:00、17:00～18:00

いむた小児科 諏訪野町 0942-30-7611 0942-30-7612 月・土 午後 かかりつけ患者のみ、WEB予約可（6.14 追加）

宇都内科医院 諏訪野町 0942-35-8220 ー 火・木 14:00～16:00 (6.9 追加)

むたほとめきクリニック 諏訪野町 0942-46-0909 0942-46-0910 月・火・水・金 16:00～ （6.11 曜日・時間帯変更）

土 10:00～ （6.11 曜日・時間帯変更）

たがみ医院 青峰 0942-43-1188 0942-43-2274 月・火・木・金 15:00～17:00 かかりつけ患者のみ（6.11 時間帯・条件変更）

三原医院 瀬下町 0942-32-2509 0942-33-8836 月～金 14:00～17:00 かかりつけ患者のみ（6.14 曜日・時間帯更）

香月内科ハートクリニック 善導寺町 0942-47-1036 0942-47-5785 月・水・金 14:30～15:30

池尻医院 大善寺町 0942-26-2427 0942-27-4336 月・水・金 14:30～16:30 （7.1 追加）

井上内科医院 大善寺南 0942-51-3380 0942-51-3381 月・火・水・金 16:30～18:00 （6.11 曜日・時間帯変更）

木 11:30～13:00 （6.11 曜日・時間帯変更）

土 15:30～17:30 （6.11 曜日・時間帯変更）

大善寺医院 大善寺町 0942-27-3851 0942-27-4339 月～金 14:00～15:00

藤吉内科消化器科医院 大善寺南 0942-51-3007 0942-51-3067 火・木 9:00～12:00 かかりつけ患者のみ、接種に条件あり

緒方クリニック 田主丸町 0943-72ｰ1771 月・火・木・金・土 10:00～12:00、14:00～16:00 (6.11 追加)

水 8:30～12:00 (6.11 追加)

深川レディスクリニック 田主丸町 0943-72-1122 0943-73-3044 土 14:00～16:00 妊婦のみ（6.11 条件変更）

やのクリニック 田主丸町 0943-72-2464 0943-72-2552 月・火・木・金 14:00～16:00 かかりつけ患者のみ（6.15 追加）

吉村病院 田主丸町 0943-72-3131 0943-73-3323 月・火・水 14:00～17:00 （9.2　時間帯変更）

金 17:00～19:00 （9.2　時間帯変更）

田中外科胃腸科クリニック 津福今町 0942-30-0123 0942-30-7756 月・火・木・金 13:30～16:30 （6.11 曜日・時間帯変更）

土 11:00～12:30 （6.11 曜日・時間帯変更）

中田循環器科内科クリニック 津福今町 0942ｰ30-3211 0942-30-3000 月・火・木・金 15:00～17:00 （6.11 追加）

内山内科医院 津福本町 0942-32-9168 0942-38-3409 月～金 15:00～17:00 かかりつけ患者のみ（6.15 時間帯変更）

田山メディカルクリニック 津福本町 0942-34-0021 0942-34-0023 月・水・木・金 11:00～16:00 （6.14 曜日・時間帯変更）

火 10:00～11:00 （6.14 曜日・時間帯変更）

土 11:00～12:30 （6.14 曜日・時間帯変更）

牟田内科医院 津福本町 0942-33-1955 0942-33-8758 月～金 14:00～17:00

山本クリニック 津福本町 0942-36-3466 0942-36-3457 月・火・木・金 14:00～15:00 かかりつけ患者のみ

天神田中内科医院 天神町 0942-38-2360 0942-38-2361 月・火・木・金 14:00～16:30 （6.11 時間帯変更）

植田泌尿器科医院 通東町 0942-30-3161 0942-30-4520 月・火・水・金 16:00～17:00

ワクチン接種が可能なかかりつけ医の情報は随時更新されます。
一覧にない医療機関でも接種できる場合がありますので、かかりつけ医がいらっしゃる方は、予約前にご自身のかかりつけ医での接種が可能かどうかご確認く
ださい。

接種を希望するときは、医療機関に直接事前予約します。予約前に必ず次の確認をしてください。
１　かかりつけ医がいる方は、事前にかかりつけ医に相談し、接種することに問題がないか確認して予約してください。
２　妊娠（可能性を含む）中・授乳中の方は、産婦人科に相談し、接種することに問題がないか確認して予約してください。

※かかりつけ患者が優先となります。
※基礎疾患・アレルギーの既往等によっては、接種をお断りすることがあります。

ワクチン接種できる医療機関の一覧（かかりつけ医など）
（令和3年9月2日現在）
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くらたクリニック 長門石 0942-35-5543 0942-35-5582 月・火・水・金 14:30～16:30

なかなみ泌尿器科 長門石 0942-36-2080 0942-36-2081 月・火・木・金 15:00～17:00 （6.10追加）

西村医院 長門石 0942-32-8712 0942-39-6877 火・木・金 14:00～15:30 妊娠(可能性含む)・授乳中不可（6.15 曜日・時間帯・条件変更）

ふじたクリニック 長門石 0942-38-2816 0942-38-2819 木・土 13:00～ かかりつけ患者のみ（6.11 時間帯変更）

安達医院 西町 0942-27-5312 0942-27-5318 月・火・水・金 14:00～17:30 中学生以下不可（6.11 時間帯・条件変更）

土 13:00～15:00 中学生以下不可（6.11 時間帯・条件変更）

今立内科クリニック 西町 0942-22-3741 0942-21-5790 月～金 14:00～17:30 （6.15 時間帯変更）

おだ内科医院 西町 0942-32-4986 0942-32-3775 水・金 15:00～17:00 かかりつけ患者のみ

花畑病院 西町 0942-32-4565 0942ｰ32ｰ4531 週3回 13:00～14:00 （6.16 追加）

堀川病院 西町 0942-38-1200 0942-35-6187 月～金 10:00～11:00、13:30～15:00 かかりつけ患者のみ（6.14 時間帯変更）

古賀内科クリニック 野中町 080-8914-9743 0942-38-7351 木・日 8:30～17:30 予約は月・火・水・金・土の14:30～17:30受付。（7.5 条件変更）

小坪内科・消化器内科 野中町 0942-32-9768 0942-32-9775 月・火・木・金 11:00～12:00、16:00～17:00 かかりつけ患者のみ（6.11 曜日・時間帯変更）

水・土 11:00～12:00 かかりつけ患者のみ（6.11 曜日・時間帯変更）

柴田循環器科内科医院 野中町 0942-36-1777 0942-36-1779 月・火・木・金 14:00～16:00 かかりつけ患者のみ、16歳未満不可（6.11 曜日・時間帯変更）

土 12:00～13:00 かかりつけ患者のみ、16歳未満不可（6.11 曜日・時間帯変更）

ひらつか内科循環器内科 野中町 0942-36-3366 0942-36-3300 月～金 8:30～12:30、15:30～19:30

野伏間クリニック 野伏間 0942-26-0066 0942-26-0065 月・火・木 9:00～17:00 （6.11 時間帯・条件変更）

筒井医院 花畑 0942-32-4114 0942-32-4141 月～金 10:30～11:30 （6.11 時間帯・条件変更）

よしかいクリニック 花畑 0942-39-4114 0942-39-4124 月・火・木・金 15:00～16:00 かかりつけ患者のみ、20歳未満不可（6.15 追加）

伴医院 原古賀町 0942-35-5577 0942ｰ33-7668 月～金 9:30～11:00、15:00～16:00 かかりつけ患者のみ（6.11 追加）

ひろつおなかクリニック 原古賀町 0942-39-2228 0942-33-7665 月・火・水・金 14:30～17:30

青木内科消化器内科クリニック 東町 0942-30-6030 0942-30-6031 月・火・木・金 15:00～17:00 かかりつけ患者・近隣住民のみ。必要に応じて接種外来あり（6.11 条件変更）

戸次クリニック 東町 0942-33-3123 0942-33-3170 月・火・木・金 15:00～16:00 （6.11 条件変更）

さとうメディカルクリニック 東合川 0942-48-0881 ー 月～金 9:00～11:00、15:00～17:00 （6.11 時間帯変更）

はかたみち耳鼻咽喉科 東櫛原町 0942-38-0801 0942-65-5621 月・木 9:00～12:30、14:30～19:00 （6.11 追加）

火・金 9:00～12:30、14:30～17:00 （6.11 追加）

水 14:30～19:00 （6.11 追加）

土 9:00～12:30、14:00～16:30 （6.11 追加）

やまうちクリニック 東櫛原町 0942-32-7011 0942-32-9687 月～土 10:30～11:30、14:30～15:30 （6.11 時間帯変更）

行徳内科・胃腸科・循環器科診療所 日吉町 0942ｰ32ｰ5175 0942ｰ33-7745 火・木 未定 （6.11 追加）

楠病院 日吉町 0942-35-2725 0942-31-1318 火～木 14:00～16:00 （6.11 時間帯変更）

金 9:30～16:00 （6.11 時間帯変更）

上津中央クリニック 藤山町 0942-21-8022 0942-21-8023 月～金 9:00～12:00、14:00～18:00 （6.11 曜日・時間帯変更）

土 9:00～12:00 （6.11 曜日・時間帯変更）

のぞえ総合心療病院 藤山町 0942-22-5311 0942-22-0879 月～金 14:00～16:00 のぞえの丘病院または同病院体育館で実施　（6.11 条件変更）

日高整形外科病院 藤山町 0942-22-5700 0942-22-5704 月・火・木 13:00～15:00

吉永小児科医院 本町 080-8577-1350 0942-38-7442 水 16:00～ ワクチン専用電話かWEBサイトから予約受付（6.11 追加）

木 13:00～ ワクチン専用電話かWEBサイトから予約受付（6.11 追加）

土 13:00～15:00 ワクチン専用電話かWEBサイトから予約受付（6.11 追加）

日・祝（指定した日） 9:00～12:00 ワクチン専用電話かWEBサイトから予約受付（6.11 追加）

あらき耳鼻咽喉科クリニック 御井町 0942-44-6888 0942-45-7812 月・火・木・金 9:00～11:00、14:30～16:00 予約は電話のみ（6.11 追加）

水・土 9:00～11:00 予約は電話のみ（6.11 追加）

みい内科クリニック 御井町 0942-41-1031 0942-41-1030 月～金 10:00～12:00、15:00～17:00

矢取クリニック 御井町 0942-43-4343 0942-43-9594 月・水・金 13:00～15:00 かかりつけ患者のみ

古賀医院 三潴町 0942-65-0240 0942-65-1621 月・金 14:00～16:00 かかりつけ患者のみ、65歳未満は9月から開始（6.15 時間帯・条件変更）

ハイジア内科 三潴町 0942-55-9550 ー 月・火・金 14:00～15:00

矢野医院 三潴町 0942-65-1235 0942-65-1246 月・水・金 15:00～17:00 12:00～15:00予約電話の対応不可（7.1 追加）

吉村医院 三潴町 0942-64-2443 0942-65-1600 火・金 14:00～16:00 かかりつけ患者のみ

愛康内科医院 南 0942-21-5556 0942-21-5690 火・木 13:30～15:00 接種に条件あり（6.11 追加）

クリニック南町 南 0942-21-8155 0942-22-3231 金 14:00～17:00 かかりつけ患者のみ（6.30 曜日変更）

はるた医院 南 0942-22-8100 0942-22-8101 月・水・金・土 14:30～16:30 妊娠中不可、症状により事前問診が必要な場合あり（6.14　曜日変更）

ひだか子どもクリニック 南 0942-22-0119 ー 水 16:00～17:00 （6.18 変更）

土 10:30～11:30 （6.18 変更）

宮﨑クリニック 南 0942-21-9431 0942-21-9434 月～金 14:00～15:00 かかりつけ患者・近隣住民のみ（6.11 時間帯変更）

土 10:00～10:30 かかりつけ患者・近隣住民のみ（6.11 時間帯変更）

ヤタケ耳鼻咽喉科医院 南 0942-21-6924 0942-21-1523 月・水 12:00～ 開始の10分前までに来院（6.11 曜日・時間・条件変更）

土 11:30～ 開始の10分前までに来院（6.11 曜日・時間・条件変更）

アルカディアクリニック 宮ノ陣 0942-33-8877 0942-33-8008 火・金 10:00～12:00 かかりつけ患者のみ（6.14曜日変更）

ひまわりAクリニック 宮ノ陣 0942-30-2030 0942-30-2031 月・水・金 14:00～16:00

弥永協立病院 六ツ門町 0942-33-3152 0942-38-7445 火・金 14:00～16:00 かかりつけ患者のみ（6.11 時間帯・条件変更）

秋吉内科 六ツ門町 0942-27-6817 0942-37-3113 土 14:00～17:00 予約受付時間は10時～15時。電話番号はワクチン接種予約専用ダイヤル。（6.17 追加）

日 10:00～13:00 予約受付時間は10時～15時。電話番号はワクチン接種予約専用ダイヤル。（6.17 追加）

井上クリニック 本山 0942-51-0050 0942-51-0033 火・水 10:45～12:00 かかりつけ患者のみ（6.11 曜日・時間帯・条件変更）

淡河医院 安武町 0942-27-2504 0942-27-4331 月・火・木・金 16:00～17:00 （6.18 曜日・時間帯変更）

土 13:00～14:00 （6.18 曜日・時間帯変更）

日 10:30～11:30 （6.18 曜日・時間帯変更）

すみたクリニック 安武町 0942-51-3333 0942-51-3322 月・火・水・金 15:00～16:00 かかりつけ患者のみ（6.15 時間帯変更）

赤司内科医院 山川 0942-44-2095 0942-45-7802 月・水・木・金 9:00～11:00 （6.11 追加）

出口外科胃腸科医院 山川 0942-43-2329 0942-43-2430 月・火・土 10:00～11:30 妊娠(可能性含む)・授乳中不可、予約の電話は月～土の14時～16時30分のみ受付（6.14 追加）

久留米リハビリテーション病院 山本町 0942-43-8033 0942-45-0388 月～金 14:00～16:00 （6.11 条件変更）


