
ワクチン接種できる医療機関の一覧（かかりつけ医など）＿追加接種（4回目接種）　令和４年6月1日時点

所在地 医療機関名 電話番号 曜日（祝日を除く） 時間（昼休みを除く） 予約方法 備考

合川 合川さかもと内科 0942-41-8585 金 10:00～12:00、15:00～17:00 電話

土 10:00～12:00

荒木 いきいきリハビリクリニック 0942-51-3344 月・火・木・金 9:00～12:30、14:00～17:30 電話、WEB https://iki2clinic.com/

水・土 9:00～12:30

荒木 岡田医院 0942-27-3311 月・火・水 9:00～11:00 電話、来院

荒木 亀尾医院 0942-26-5151 火・金 14:30～16:00 電話

荒木 松枝医院 0942-26-1453 月・火・木・金 10:30～11:30、14:30～15:30 電話

水・土 10:30～11:30

梅満 重冨外科医院 0942-32-0707 金 7:30～12:30 電話

梅満 ファミリークリニック陽なた 0942-36-5050 月・金 9:00～12:00 電話

大石 加茂内科医院 0942-35-2609 火～金 9:30～12:00 電話

大手 大手町クリニック 0942-31-0077 月・火・木・金 9:00～17:00 電話

水・土 9:00～12:00

大橋 なご整形外科 0942-47-1351 水 12:00～14:00 電話、来院

土 13:00～15:00

大橋 平塚医院 0942-47-0018 月・火・木・金 9:00～12:00 来院

上津 あさひクリニック 0942-65-3027 月・木・土 9:00～10:00 電話

上津 いわい内科胃腸科医院 0942-22-0123 月・火・水・金 11:00～12:00、15:30～16:30 電話

木・土 11:00～12:00

上津 のぞえの丘病院 0942-22-3980 火・水・金 14:00～16:00 電話

上津 まつもと医院 0942-22-8181 月・火・水・金 9:00～11:30、15:00～16:00 電話

北野 石田医院 0942-78-3295 月・火・金 11:00～12:00、16:00～17:00 電話 予約受付時間　月・火・木・金　14:00～17:30

木 16:00～17:00

北野 大城診療所 0942-78-2117 月・木 11:00～11:30、12:00～12:30 電話 予約受付時間　10:30～12:30、14:30～17:00

北野 蒲池医院 0942-78-3065 月・水・金 15:30～17:00 来院 接種券持参の上予約　予約日時→月・火・水・金　14：00～15：00

北野 田中内科医院 0942-78-4156 月・木・金 9:30～12:30、14:00～15:00、16:30～18:00 電話 予約受付時間

火 9:30～12:30、14:00～18:00 月・火・木・金　10:30～12:00、14:00～17:30

水・土 9:00～12:30 水・土　10:30～12:00

北野 田中まさはるクリニック 0942-41-3535 月・火・水・金 15:00～16:00 電話、来院

高良内 つむらファミリークリニック 0942-43-9720 月・火・水・金 9:00～11:00、15:00～16:00 電話、来院

高良内 半井病院 0942-22-1308 水・土 14:00～16:00 電話

国分 いのくち医院 0942-21-4662 月・水・金 15:00～16:00 電話、来院

国分 竹田津医院 0942-27-6662 月・火・水・金 10:30～11:30、14:00～17:00 電話、来院

木・土 10:30～11:30

国分 田中内科胃腸科医院 0942-21-6361 月～金 14:00～17:00 電話、来院

国分 ツジ胃腸内科医院 0942-21-1582 月・火・水・金・土 11:00～13:00 来院

国分 はくあいクリニック 0942-21-4857 木 14:00～16:00 電話、WEB https://clinics.medley.life/clinics/60372694738bd73dfu66b226

国分 松尾内科医院 0942-22-0148 火・水 14:30～15:30 電話 かかりつけの方のみ

国分 薬師寺内科医院 0942-21-2683 火・水・金 14:30～15:30 電話、来院

小森野 久留米中央病院 0942-35-1000 火・木（木は第2・4のみ） 14:00～15:30 電話

城島 寺崎医院 0942-62-3336 火・木・土 11:00～13:00 電話

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

城南 本間内科循環器内科 0942-33-3421 月・火・水・金 11:00～12:00、15:00～16:00 電話

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

諏訪野 宇都内科医院 0942-35-8220 月・火・木・金 14:00～16:00 電話、来院

土 10:30～11:30

諏訪野 みぞべ内科クリニック 0942-27-8605 火・木・金・土 10:00～13:00 電話、来院

諏訪野 むたほとめきクリニック 0942-46-0909 水・金 10:00～11:30 電話 かかりつけの方のみ

青峰 たがみ医院 0942-43-2274 月・火・木・金 15:00～17:00 電話、来院 ワクチン専用ダイヤル

瀬下 三原医院 0942-32-2509 火・水・木 10:00～11:30、14:30～16:30 電話

善導寺 香月内科ハートクリニック 0942-47-1036 月・水・金 14:30～16:00 電話、来院

善導寺 にしごおり医院 0942-47-0777 月・水・金 14:00～16:00 電話、来院

善導寺 宮﨑胃腸科・内科医院 0942-47-5800 水 8:30～11:30 電話

土 9:00～11:30

善導寺 やの医院 0942-23-3000 月・火・木・金 14:00～16:00 来院 予約受付時間：月・火・木・金10:00～13:00、14:00～16:00

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。
　➢予約する前に、かかりつけ医がいる人は、接種について相談してください。
　➢予約する際は、クーポン券に記載している接種可能日以降の日程で予約してください
　➢一覧に記載している曜日・時間であっても、祝日やお盆休みなど、医療機関が休みの場合は実施しません。

　➢個別接種医療機関の開設期間は令和４年８月末までで、使用するワクチンは武田・モデルナ社製です。

https://iki2clinic.com/
https://clinics.medley.life/clinics/60372694738bd73dfu66b226


所在地 医療機関名 電話番号 曜日（祝日を除く） 時間（昼休みを除く） 予約方法 備考

大善寺 池尻医院 0942-26-2427 金・土 10:00～12:00、14:00～16:00 電話

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

大善寺 藤吉内科消化器科医院 0942-51-3007 水・土 8:45～12:00 電話

田主丸 いけどう循環器内科医院 0943-72-1233 水 13:30～17:30 来院 接種券持参の上予約

田主丸 緒方クリニック 0943-72-1771 月・木・土 10:00～12:00、14:00～16:00 電話

田主丸 くまがえクリニック 0943-72-2528 火・木 9:00～11:00 電話

田主丸 竹下胃腸科内科医院 0943-72-3007 月・火・水・金 14:00～16:00 電話

日（第1・3・5のみ） 9:00～10:00

田主丸 中野内科医院 0943-72-2827 木・土 13:00～15:00 電話

田主丸 やのクリニック 0943-72-2464 月・火・木・金 14:30～15:30 電話

水・土 9:30～10:30

田主丸 ゆうかり医療療育センター 0943-73-0152 月～金 14:00～16:00 電話 障がい児者医療施設にて自施設の利用者と職員を主とします

田主丸 吉村病院 0943-72-3131 月・火・水・金 14:00～15:30 電話 予約受付時間：14:00～17:00

中央 くるめ駅前クリニック 0942-32-8311 月・水・金 11:00～12:00、16:00～18:00 電話

火・木・土 11:00～12:30

津福今 田中外科胃腸科クリニック 0942-30-0123 月・火・金 14:00～16:00 来院

土 10:00～12:00

津福今 中田循環器科内科クリニック 0942-30-3211 水 10:00～13:00 電話

木 15:00～18:00

津福本 内山内科医院 0942-32-9168 水・木 15:00～17:00 電話、来院

津福本 田山メディカルクリニック 0942-34-0021 月・水・木・金 11:00～16:00 電話

津福本 牟田内科医院 0942-33-1955 月・火・水・金 14:00～15:00 来院

津福本 山本クリニック 0942-36-3466 月・金 14:00～17:30 電話

天神 天神田中内科医院 0942-38-2360 月・火・木・金 14:00～17:00 電話

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

長門石 くらたクリニック 0942-35-5543 月・火・水・金 14:00～15:30 電話

長門石 西村医院 0942-32-8712 木・金 14:00～16:00 電話

西 安達医院 0942-27-5312 月・火・水・金 10:00～12:00、14:00～18:00 電話

土 9:00～12:00、13:00～15:00

西 今立内科クリニック 0942-22-3741 月・木 14:00～15:00 電話

土 12:00～13:00

西 おだ内科医院 0942-32-4986 火・水・金 15:00～17:00 電話、来院

西 花畑病院 0942-32-4565 月・金 15:00～16:30 電話

西 堀川病院 0942-38-1200 月～金 13:30～15:00 来院

野中 古賀内科クリニック 080-8914-9743 木・日 8:30～17:30 電話 ワクチン専用ダイヤル

金・土 14:30～16:30

野中 小坪内科・消化器内科 0942-32-9768 月・火・木・金 10:00～12:00、16:00～17:00 電話、来院

野中 柴田循環器科内科医院 0942-36-1777 月・金 11:00～16:00 電話

野中 ひらつか内科循環器内科 0942-36-3366 月～金 9:00～12:30、15:30～19:00 電話

土 9:00～12:30

野中 宮崎内科循環器内科 0942-41-0011 火 15:00～16:00 電話

野伏間 野伏間クリニック 0942-26-0066 月・火・木 9:30～16:00 電話

花畑 筒井医院 0942-32-4114 月～金 9:00～11:00 来院 かかりつけ患者優先

花畑 よしかいクリニック 0942-39-4114 月・火・木・金 15:00～16:00 電話

原古賀 伴医院 0942-35-5577 月・火・水・金 10:00～11:00、15:00～16:00 電話 かかりつけ患者優先

原古賀 ひろつおなかクリニック 0942-39-2228 火 14:30～17:30 電話、来院

土 9:00～12:00

東 青木内科消化器内科クリニック 0942-30-6030 水・土 14:00～17:00 電話、来院

東 戸次クリニック 0942-33-3123 火・金 15:00～16:00 電話

東櫛原 親和胃腸科内科医院 0942-32-4013 水・木 9:00～12:00、14:00～16:00 電話

東櫛原 やまうちクリニック 0942-32-7011 火・水・金 8:30の受付に来られる方 電話

日吉 行徳内科胃腸科循環器科診療所 0942-32-5175 月・火・水 9:00～12:45、14:00～18:00 電話、来院

日吉 楠病院 0942-35-2725 火～土 14:00～16:00 電話

藤山 上津中央クリニック 0942-21-8022 月～金 9:00～12:00、14:00～17:30 電話

土 9:00～12:00

本 吉永小児科医院 080-8577-1350 月 14:00～16:00 電話

土 12:00～14:00

日 9:00～11:00

御井 つつみ内科医院 0942-44-0941 月～金 10:00～12:00 電話

御井 みい駅前まわたり内科 0942-41-8881 金 14:00～16:00 電話、来院



所在地 医療機関名 電話番号 曜日（祝日を除く） 時間（昼休みを除く） 予約方法 備考

御井 矢取クリニック 0942-43-4343 月・金 13:30～16:00 電話、来院

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

南 クリニック南町 0942-21-8155 木 14:00～17:00 電話、来院

南 はるた医院 0942-22-8100 火・金・土 14:30～16:30 電話、メール haruta-c＠isis.ocn.ne.jp

南 ひだか子どもクリニック 0942-22-0119 火・水・木・土 10:00～11:00 電話

南 宮﨑クリニック 0942-21-9431 月～金 14:00～15:00 電話

宮ノ陣 徳安医院 0942-32-3129 火 14:00～16:00 電話

木 11:00～12:00

土 14:00～15:00

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

六ツ門 秋吉内科 0942-32-5645 金 14:00～15:00 電話、来院

日 10:00～12:00

本山 井上クリニック 0942-51-0050 火・金 10:30～12:30、14:30～16:30 電話、来院

安武 淡河医院 090-5926-0497 月・火 16:00～17:00 電話

安武 すみたクリニック 0942-51-3333 月・火・水・金 14:30～16:30 電話

安武 松岡病院 0942-26-2151 火 14:00～15:00 電話

安武 みつい医院 0942-27-9966 火・木 9:00～9:30、14:30～15:00 来院

山川 赤司内科医院 0942-44-2095 木・金 9:00～11:00 電話

山川 出口外科胃腸科医院 0942-43-2329 月（祝日の時は火）・土 9:30～12:30 電話 予約受付時間：月～土 12:00～17:30 月曜が祝日の時は火曜

山本 久留米リハビリテーション病院 0942-43-8033 月・金 14:00～15:00 電話、来院


