新型コロナワクチン接種医療機関（全市）
医療機関名

住

たけした耳鼻咽喉科

東区奈多1丁目10-10

岡田内科医院

東区奈多3丁目1-16

上田内科クリニック

東区雁の巣1丁目4-7

たなか内科クリニック

東区箱崎1-5-7

田村医院

東区箱崎1丁目24-31

入江内科小児科医院

東区箱崎3丁目32-11

貝塚病院

東区箱崎7丁目7-27

増田内科小児科医院

東区馬出5丁目35-17

ゆめタウン総合クリニック

東区東浜1丁目1-1

髙野胃腸科

東区筥松2丁目24-11

まつもと内科クリニック

東区唐原1丁目10-1

うちだクリニック

東区香住ヶ丘2丁目15-17

たつやまファミリークリニック

東区香住ヶ丘6丁目8-14

近藤内科クリニック

東区香椎4丁目1-30

かめだ胃腸科クリニック

東区香椎駅東3丁目22-20

ふるがきＣＬＩＮＩＣ

東区香椎駅前1丁目12-2

古賀総合クリニック

東区香椎駅前2丁目10-10

かしい駅前内科・脳神経クリニック

東区香椎駅前2丁目15-10-1F

ふくみつクリニック

東区香椎浜4丁目10-1

照葉浅部クリニック

東区香椎照葉2丁目2-7

太陽の丘クリニック

東区蒲田5-7-30

かつだ内科・循環器内科クリニック

東区青葉7丁目6-1
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新型コロナワクチン接種医療機関（全市）
医療機関名

住

石橋整形外科（東区）

東区土井1丁目1-3

おおがみ医院

東区多々良1丁目7-2

辻内科クリニック

東区多の津1丁目7-1

松崎クリニック

東区松崎2丁目22-6

青葉レディースクリニック

東区若宮5丁目18-21

いわくに内科クリニック

東区水谷2丁目1-1

医療法人

東区舞松原1丁目14-82

安田クリニック

九大仏青クリニック

東区千早1丁目5-13

おくだクリニック

東区千早2丁目4-18

よしだ内科・外科・足クリニック

東区千早3丁目6-37

福岡輝栄会病院

東区千早4丁目14-40

はらまき内科

東区千早6丁目5-13

江森医院

東区城浜団地8-2

はこざき公園内科医院

東区松島3丁目11-30

千早病院

東区千早2丁目30-1

せき医院

東区三苫7丁目1-32

空港前田中医院

博多区空港前3丁目9-1

永島クリニック

博多区博多駅前1丁目1-1

朝日クリニック内科・皮膚科

博多区博多駅前2丁目1-1

はかたペインクリニック

博多区博多駅前2丁目1-1

さかもと内科クリニック

博多区博多駅前2丁目3-7

九州総合診療クリニック

博多区博多駅前3丁目25-21
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新型コロナワクチン接種医療機関（全市）
医療機関名
風の街

よしだ外科・内科クリニック

住

所

博多区博多駅中央街5-14-6F

やまぐち耳鼻咽喉科

博多区博多駅東1丁目13-31

青木優美クリニック

博多区博多駅東2-5-33ゲートスクエア博多駅前3F

つくしクリニック

博多区博多駅東2丁目2-2

博多南ビル内科クリニック

博多区博多駅南1丁目3-11

博多ひのきクリニック

博多区博多駅南1丁目8-34

博多駅南とくながクリニック

博多区博多駅南3丁目18-2

谷小児科医院

博多区博多駅南3丁目4-37

そえじま内科クリニック

博多区博多駅南4丁目9-21

みみ・はな・のど

博多区博多駅南６丁目１－１０

たけどみクリニック

もりはら内科クリニック

博多区博多駅南6丁目1番7号

医療法人

博多区美野島3丁目5-21

小野病院

アビエスクリニック

博多区住吉1丁目2-25

城山国際医院

博多区住吉4-8-24-5Ｆ

やまじ内科クリニック

博多区住吉5丁目18-9

太田医院

博多区綱場町1-10

健康財団内視鏡健診クリニック

博多区店屋町3-20

博多いせがわ内科循環器内科

博多区店屋町8-24

医療法人

博多区大博町1-8

原三信病院

大島眼科病院

博多区上呉服町11-8

森本医院（吉塚）

博多区吉塚1丁目4-14

山本整形外科医院

博多区吉塚2丁目7-27
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新型コロナワクチン接種医療機関（全市）
医療機関名

住

こうけん医院

博多区吉塚3丁目7-19

せいわ整形外科内科医院

博多区吉塚8丁目1-12

とも整形外科スポーツクリニック

博多区豊1丁目4-32

木村病院

博多区千代2丁目13-19

藤原脳神経外科

博多区千代4丁目29-24

安元内科・胃腸クリニック

博多区吉塚本町13-27

林整形外科医院

博多区東月隈4丁目1-20

医療法人浦口小児クリニック

博多区浦田1丁目10-14

高岸小児科医院

博多区銀天町1丁目3-7

戸早医院

博多区銀天町3丁目1-11

石橋内科医院

博多区麦野5丁目1-10

かきの脳神経外科・内科クリニック

博多区麦野6丁目22-11

ふるかわ内科クリニック

博多区板付3丁目14-5

平橋内科

博多区板付7丁目2-1

桑原医院

博多区東那珂1丁目17-11

うちかど脳神経外科

博多区那珂1丁目2-3

山口整形外科医院

博多区那珂3丁目11-15

もんでん内科ハートクリニック

博多区那珂6丁目25-25-1

原田医院

博多区諸岡3丁目6-25

友田病院

博多区諸岡4丁目28-24

森山循環器内科医院

博多区竹下2丁目10-30

あやすぎビルクリニック

中央区天神1丁目15-6
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新型コロナワクチン接種医療機関（全市）
医療機関名

住

井上内科医院

中央区天神1丁目2-30

くまもとクリニック

中央区天神1丁目6-8

押領司内科クリニック

中央区天神1丁目6-8

小野内科クリニック

中央区天神1丁目9-17

天神駅前まめクリニック

中央区天神2-2-12-5F

ゼロマチクリニック天神

中央区天神2丁目11番3号

林内科クリニック

中央区天神2丁目3-2

村山内科・胃腸科

中央区天神2丁目4-20

クリニーク福岡天神

中央区天神2丁目7-28

ＭＲしょうクリニック

中央区天神3丁目10-11

二田哲博クリニック天神

中央区天神3丁目1-1

クリスタルビルクリニック

中央区天神4丁目6-7

梶山医院

中央区春吉2丁目15-18

船越内科医院

中央区春吉2丁目2-17

広瀬病院

中央区渡辺通1丁目12-11

天神南江島医院

中央区渡辺通2丁目1-82

薬院内科循環器クリニック

中央区渡辺通2丁目6-12

桜十字福岡病院

中央区渡辺通3丁目5-11

田上内科クリニック

中央区渡辺通4-1-36-1Ｆ

うえき医院

中央区清川1丁目9-20

川嶋医院

中央区清川2丁目12-29

高木医院

中央区高砂1丁目18-10
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新型コロナワクチン接種医療機関（全市）
医療機関名

住

森内科循環器科医院

中央区高砂2丁目18-12

池田バスキュラーアクセス・透析・内科

中央区白金1丁目20-3

植木外科クリニック

中央区白金2丁目11-9

佐藤クリニック

中央区平尾2丁目19-10

宮瀬内科クリニック

中央区平尾2丁目-6-3

吉村内科

中央区平尾3丁目7-16

今井内科医院

中央区平尾5丁目3-7

まえだ平和内科クリニック

中央区平和5丁目6番18号

のりこ

中央区今泉１丁目１３－２１

消化器内科クリニック

天神総合クリニック

中央区今泉1丁目22-20-701

薬院高橋皮ふ科クリニック

中央区薬院1丁目5-11

福岡中央病院

中央区薬院2丁目6-11

薬院浄水クリニック

中央区薬院4丁目10-40 嗣ﾋﾞﾙ

ひさとみ内科クリニック

中央区薬院4丁目1-12-3F

整形外科

中央区薬院4丁目1-27

浄水通りクリニック

けご病院

中央区警固1丁目14-8

野村クリニック

中央区警固1丁目6-20

秋本病院

中央区警固1丁目8-3

古小烏耳鼻咽喉科医院

中央区警固3丁目3-2

桜坂内科循環器科

中央区警固3丁目6-1

桜坂中央外科医院

中央区桜坂2丁目1-41

糖尿病ケアクリニック六本松

中央区草香江2-1-1-2Ｆ
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新型コロナワクチン接種医療機関（全市）
医療機関名

住

山本内科胃腸科クリニック

中央区小笹3丁目11-1

大西耳鼻咽喉科クリニック

中央区小笹4丁目1-43

とみた内科クリニック

中央区小笹4丁目4-5

まえだ眼科

中央区笹丘1丁目11-13

博愛会病院

中央区笹丘1丁目28-25

梅光園田中たもつクリニック

中央区梅光園2-7-6

もろくまクリニック

中央区梅光園3丁目4-1

入江内科医院

中央区大名2丁目4-22

山田内科クリニック

中央区赤坂1丁目10-23

赤坂とも内科

中央区赤坂1丁目11-12

吉田耳鼻咽喉科

中央区赤坂1丁目12-8

はまのうえ内科

中央区六本松2丁目3-21

とよしまファミリークリニック

中央区六本松4丁目8-15

ふくろのクリニック

中央区草香江1丁目8-39

大濠パーククリニック

中央区大濠公園2-35-2D

大濠内科

中央区大濠2丁目13-39

平田内科胃腸科クリニック

中央区鳥飼1丁目5-45

さのウィメンズクリニック

中央区荒戸1丁目1-6

有村内科クリニック

中央区荒戸1丁目5-28

ひろた内科クリニック

中央区荒戸2丁目4-14

香江医院

中央区唐人町1丁目12-12

インターナショナル唐人町クリニック

中央区地行1-4-6
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医療機関名

住

たかお整形外科

中央区地行3丁目1-24

かきうち耳鼻咽喉科クリニック

中央区地行4丁目18-21

みなと内科クリニック

中央区長浜3丁目11-3-201

まいづる内科クリニック

中央区舞鶴3丁目2-1

医療法人後藤けんクリニック

中央区舞鶴3丁目6-17

西田内科消化器科医院

南区井尻2丁目20-11

こじま内科クリニック

南区井尻3丁目12-30

医）竹本整形外科眼科クリニック

南区井尻3丁目13-14

馬場外科医院

南区井尻5丁目25-17

むらおかホームクリニック

南区横手2丁目32-5

矢田部内科医院

南区横手2丁目38-20

筑紫診療所

南区横手南町3-26

けやごう内科胃腸内科クリニック

南区警弥郷1丁目17-13

古賀医院

南区警弥郷1丁目4-15

楳木医院

南区三宅1丁目13-16

ユニタクリニック

南区老司1丁目27-12

上田内科医院

南区老司2丁目23-82

西岡病院

南区老司2丁目3-34

野口内科クリニック

南区屋形原4丁目17-15

おやま内科クリニック

南区鶴田2丁目22-12

うえのやま整形外科

南区鶴田4丁目8-5

ひのき診療所

南区桧原7丁目2-6
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医療機関名

住

しばた内科クリニック

南区花畑2丁目32-18

田口外科クリニック

南区花畑3丁目33-10

医療法人漱流会

南区長住1丁目9-15

佐藤クリニック

うめ野クリニック

南区長住3丁目1-27

野上耳鼻咽喉科医院

南区長住5丁目11-25

もりや耳鼻咽喉科

南区中尾2丁目3-25

かなざわクリニック

南区中尾3丁目37-20

福岡信和病院

南区皿山2丁目1-53

吉兼内科クリニック

南区塩原1丁目4-21

医療法人ラ・グランメールすどうクリニック

南区大橋1丁目4-10

くすの木クリニック

南区大橋1丁目7番12号-201

しもむら内視鏡クリニック

南区大橋1丁目9-16

とじたま甲状腺・糖尿病クリニック

南区大橋1丁目9-16

あおみ小児科医院

南区向野1丁目19-27

やの内科胃腸科クリニック

南区玉川町5-19

たかやま内科医院

南区野間1丁目9-20

くがクリニック

南区野間1丁目9-8

恵光会

南区若久2丁目6-1

原病院

牛尾医院
内科循環器科

南区若久4丁目5-3
田代医院

南区若久5丁目1-5

とみざわクリニック大池

南区柳河内1丁目2-12

ありた整形外科

南区平和1丁目2-24
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新型コロナワクチン接種医療機関（全市）
医療機関名

住

ささぐり内科循環器科クリニック

南区長丘3丁目3-8

なかむら内科・外科クリニック

南区長丘3丁目9-6

長丘五丁目クリニック

南区長丘5丁目28-10

さわやま内科・総合診療クリニック

南区大楠2丁目8-29

医療法人大石整形外科眼科クリニック

南区大楠3丁目25-1

おおた内科消化器科クリニック

南区高宮3丁目2-18

明石内科医院

城南区鳥飼5丁目19-12

かとうクリニック

城南区鳥飼5丁目4-12

福岡鳥飼病院

城南区鳥飼6丁目8-5

安藤病院

城南区別府1丁目2-1

だい小児科内科医院

城南区別府2丁目20-46-101

にしのクリニック

城南区別府4丁目1-25

酒井循環器内科消化器内科

城南区別府4丁目4-4

内藤胃腸科外科クリニック

城南区別府7丁目7-30

上川路クリニック

城南区茶山1丁目1-12

おだ内科クリニック

城南区茶山1丁目6-10

トータルケアやまさきクリニック

城南区茶山4丁目14-15

進藤整形外科クリニック

城南区茶山5丁目2-6

にしぞの耳鼻咽喉科クリニック

城南区田島3丁目19-5

たけだ耳鼻咽喉科

城南区金山団地50-1

医療法人社団正樹会

佐田整形外科病院

医）さかい内科循環器クリニック

城南区神松寺2丁目19-2
城南区長尾1丁目13-23-1
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新型コロナワクチン接種医療機関（全市）
医療機関名

住

もとむらクリニック

城南区干隈2丁目8-28

まつもと胃腸内科

城南区七隈3丁目4-23

すがお内科クリニック

城南区七隈4丁目11-3

尾野医院

城南区七隈4丁目3-8

松永病院

城南区片江1丁目4-38

田中宏明クリニック

城南区片江4丁目1-6

くまの整形外科

城南区南片江1丁目29-25

スポーツ＆肩クリニック

さくら病院

城南区南片江6丁目2-32

あらせ内科

城南区梅林1丁目19-3

瀬戸循環器内科クリニック

城南区梅林2丁目27-13

原クリニック

城南区梅林4丁目21-23

志田整形外科リウマチ科

城南区堤1丁目11-18

医療法人

城南区樋井川1丁目6-26

江下内科クリニック

所

たしろ代謝内科クリニック

城南区樋井川3-5-11

長尾病院

城南区樋井川3丁目47-1

つのだ泌尿器科医院

城南区東油山1丁目3-30

東油山クリニック

城南区東油山1丁目3-8

広橋病院

早良区東入部6丁目20-56

牟田口整形外科医院

早良区四箇1丁目6-1

菅医院

早良区四箇6丁目14-5

福西会南病院

早良区早良1丁目5-55

医）太田整形外科クリニック

早良区高取1丁目1-21太田ビル2F
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新型コロナワクチン接種医療機関（全市）
医療機関名

住

ソフトリサーチパーク診療所（一般診療所）

早良区百道浜2丁目1-22

ももち浜クリニックＴＮＣ放送会館在宅診療所

早良区百道浜2丁目3-2

福岡山王病院

早良区百道浜3丁目6-45

くろだクリニック

早良区百道浜4丁目13-2

ＫＭペインクリニック

早良区百道浜4丁目1-4

フカガワクリニック

早良区西新2丁目7-8

福田心臓血管クリニック

早良区西新4-9-35-4F

稲村脳神経外科クリニック

早良区西新4丁目9-35

松口整形外科クリニック

早良区西新4丁目9-35

鶴内科医院

早良区城西3丁目17-20

調医院

早良区百道1丁目18-31

大神内科クリニック

早良区高取1丁目3-20

牧角内科クリニック

早良区高取2丁目17-43

ふじもとクリニック

早良区昭代3-5-20

うめい内科医院

早良区昭代3丁目5-15

まことクリニック

早良区昭代3丁目7-40

大木整形・リハビリ医院

早良区藤崎1丁目21-19

きむらファミリークリニック

早良区室見1丁目5番9号

たけいち内科胃腸クリニック

早良区室見2丁目15-27

神代医院

早良区荒江2丁目15-10

北島内科医院

早良区原1丁目6-5

くわの整形外科クリニック

早良区原3丁目7-7
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新型コロナワクチン接種医療機関（全市）
医療機関名

住

高橋内科循環器科クリニック

早良区原5丁目2-2

医療法人案浦クリニック

早良区原5丁目22-13

フジタ内科消化器科医院

早良区原7丁目4-7

西田たみお整形外科医院

早良区南庄2丁目5-23

光安内科医院

早良区南庄5丁目2-1

宮脇クリニック

早良区小田部4丁目4-1

原口病院循環器科内科

早良区小田部6丁目11-15

倉重病院

早良区有田2丁目10-50

たけとみ耳鼻咽喉科クリニック

早良区有田5丁目23-27

（医）池田整形外科クリニック

早良区有田7丁目19-33-1

牟田病院

早良区干隈3丁目9-1

山本外科胃腸科医院

早良区賀茂2丁目6-38

おおつかクリニック

早良区次郎丸2丁目10-43

黒田整形外科医院

早良区次郎丸5丁目7-9

福西会病院

早良区野芥1丁目2-36

つながるファミリークリニック

早良区野芥7丁目8-3

北口内科消化器科医院

早良区田隈2丁目34-18

白石整形外科医院

早良区田村4丁目28-26

おばた内科クリニック

早良区田村5丁目16-38

福岡歯科大学医科歯科総合病院

早良区田村2丁目15-1

福岡記念病院

早良区西新1丁目1-35

聖峰会マリン病院

西区小戸3丁目55-12
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新型コロナワクチン接種医療機関（全市）
医療機関名

住

福岡ハートネット病院（旧:早良病院）

西区姪の浜2丁目2-50

めいのはま白翠内科クリニック

西区姪の浜4丁目14-30

三宅クリニック（西区）

西区姪の浜4丁目2-1

青木内科循環器科小児科クリニック

西区姪の浜4丁目9-12

二田哲博クリニック

西区姪浜駅南1丁目2-17

松本内科胃腸科

西区姪浜駅南1丁目4-1

やまだクリニック

西区姪浜駅南2丁目1-37

北野クリニック

西区姪浜駅南2丁目19-16

りゅうとう耳鼻咽喉科

西区豊浜1丁目1-1

はしぐち脳神経クリニック

西区愛宕4丁目14-19

かつの整形外科

西区福重4丁目7-6-2F

新室見診療所

西区福重5丁目1-27

やまもとホームクリニック

西区石丸3丁目1番42号

ホームドクターさかいクリニック

西区橋本2丁目12-33

井上さとし内科

西区戸切2丁目18-2

おにき内科クリニック

西区拾六町１丁目３－１６

拾六町病院

西区拾六町2丁目23-10

ふかほり整形外科

西区拾六町5丁目16-11

石神小児科医院

西区野方1丁目22-25

池田功産婦人科

西区野方1丁目2-25

りゅう・たけだクリニック

西区野方6丁目26-6

福岡リハビリテーション病院

西区野方7丁目770
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新型コロナワクチン接種医療機関（全市）
医療機関名

住

松尾内科病院

西区下山門団地40-5

岡村内科クリニック

西区下山門3丁目1-9

みゆうクリニック

西区今宿東2丁目3-9-102

今津赤十字病院

西区今津377

大内医院

西区横浜1丁目19-1

松田知子皮膚科医院

西区今宿1丁目5-27

宮本内科

西区今宿3丁目4-37

安藤内科・循環器科クリニック

西区西都1丁目7-36

医療法人まつおクリニック

西区周船寺1丁目1-33

まるもと脳神経外科クリニック

西区周船寺1丁目5-25

ふくい小児科

西区周船寺1丁目6-14

三愛クリニック

西区周船寺2丁目12-39

昭和病院

西区大字徳永字大町911-1

学研都市クリニック

西区北原1丁目13-3

かむら大腸肛門クリニック

西区泉2丁目1-26

福岡豊栄会病院

西区大字田尻2703-1

あさのひ整形外科クリニック

西区富士見2丁目14-7

西福岡病院

西区生の松原3丁目18番8号

村上華林堂病院

西区戸切2丁目14-45
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