12歳から15歳の接種実施登録クリニック一覧
東区

（住所五十音順）
医療機関名

住所

医）あおばクリニック

青葉3丁目1-6

かつだ内科・循環器内科クリニック

青葉7丁目6-1

かめだ胃腸科クリニック

香椎駅東3丁目22-20

医）松坂会松坂クリニック

香椎駅前1丁目3-12

ふるがきＣＬＩＮＩＣ

香椎駅前1丁目12-2

医）明隅会たかもとホームクリニック

香椎駅前2丁目1-4

古賀総合クリニック

香椎駅前2丁目10-10

医）邦和会村瀬内科

香椎台1丁目5-12

医）健悠会田坂医院

香椎台1丁目5-17

医）吉松会照葉浅部クリニック

香椎照葉2丁目2-7

たきもとこどもクリニック

香椎照葉3丁目4-5-2F

医）海陽会まえだクリニック

香椎照葉3丁目4-5-2F

照葉こどもクリニック

香椎照葉5丁目2-19-2F

医）かわさき内科循環器科クリニック

香椎浜3丁目2-1

香住ヶ丘うちだクリニック

香住ヶ丘2丁目15-17

永野外科胃腸科医院

高美台2丁目4-27

医）福香会おくだクリニック

千早2丁目4-18

よしだ内科・外科・足クリニック

千早3丁目6-37

医）香清会はらまき内科消化器内科クリニック

千早6丁目5-13

医）福岡松寿会まつもと内科クリニック

唐原1丁目10-1

医）原土井病院みどりのクリニック

名子1丁目18-9

医）池田小児科内科クリニック

名島2丁目22-10
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医療機関名

住所

くすもとクリニック

奈多1丁目10-10-2F

医）たけした耳鼻咽喉科

奈多1丁目10-10-3F

かりやぞのこどもクリニック

箱崎1丁目5-2

医）田村医院

箱崎1丁目24-31

添島内科医院

八田1丁目14-13

医）健誠会ゆめタウン総合クリニック

東浜1丁目1-1

城山国際医院

馬出1丁目10-2-7F

医）安田クリニック

舞松原1丁目14-82

しもじ内科クリニック

三苫3丁目2-49

医）省菴会あんどうクリニック

美和台4丁目1-1

ふかざわ小児科

若宮3丁目2-33

医）三好医院

若宮5丁目3-45

医）植山小児科医院

若宮5丁目20-8

医）育慈会ならざき小児科

和白5丁目7-16

医）木元小児科医院

和白丘3丁目22-53

医）三原クリニック

和白東2丁目13-35

博多区
医療機関名

住所

平橋内科医院

板付7丁目2-1

浦口小児クリニック

浦田1丁目10-14

髙岸小児科医院

銀天町1丁目3-7

空港前田中医院

空港前3丁目9-1

医）丸岡内科クリニック

下臼井778-1

アビエスクリニック

住吉1丁目2-25

医）平井クリニック

住吉5丁目12-20

2 / 10

医療機関名

住所

パピヨン乳腺クリニック

千代1丁目1-55

平野内科医院

東光2丁目6-6

うちかど脳神経外科クリニック

那珂1丁目2-3

ながとし小児科

那珂1丁目2-4

医）中尾小児科医院

中呉服町1-16

博多南ビル内科クリニック

博多駅南1丁目3-11

博多ひのきクリニック

博多駅南1丁目8-34

医）櫻井会谷小児科医院

博多駅南3丁目4-37

そえじま内科クリニック

博多駅南4丁目9-21

伊東外科医院

博多駅南5丁目11-16

もりはら内科クリニック

博多駅南6丁目1-7

みみ・はな・のどたけどみクリニック

博多駅南6丁目1-10

医）幸雄会 古原医院

比恵町18-1

医）オーピーティー東比恵内科

東比恵4丁目4-8

古寺内科医院

南八幡町2丁目3-10

矢住医院

美野島2丁目11-16

医）たかの整形外科クリニック

諸岡1丁目23-20

医）くらおかしょうここどもクリニック

諸岡2丁目13-26

医）原田医院

諸岡3丁目6-25

中央区
医療機関名

住所

伊崎内科神経科クリニック

伊崎9-6

天神総合クリニック

今泉1丁目22-20-701

大濠こどもクリニック

大濠1丁目3-5

医）麻澄会とみた内科クリニック

小笹4丁目4-5
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医療機関名

住所

内科循環器科末松医院

清川3丁目14-10

古小烏耳鼻咽喉科医院

警固3丁目3-2

桜坂内科循環器科

警固3丁目6-1

桜坂なかやまこどもクリニック

桜坂1丁目2-8

医）まえだ眼科医院

笹丘1丁目11-13

たかお整形外科

地行3丁目1-24

かきうち耳鼻咽喉科クリニック

地行4丁目18-21

植木外科クリニック

白金2丁目11-9

医）入江内科医院

大名2丁目4-22

医）大名よねくら小児科クリニック

大名2丁目9-18

後藤小児科医院

高砂1丁目17-33

天神駅前まめクリニック

天神2丁目2-12-5F

林内科クリニック

天神2丁目3-2

医）ひまわり会天神皮ふ科

天神2丁目4-20

医）先進会眼科福岡

天神2丁目8-38

ゼロマチクリニック天神

天神2丁目11-3

医）二田哲博クリニック天神

天神3丁目1-1

医）クリスタルビルクリニック

天神4丁目6-7

医）平田内科胃腸科クリニック

鳥飼1丁目5-45

みなと内科クリニック

長浜3丁目11-3-201

林眼科天神クリニック

西中洲6-20

医）あんどう小児科医院

梅光園2丁目10-20

船越内科医院

春吉2丁目2-17

医）梶山医院

春吉2丁目15-18

宮瀬内科クリニック

平尾2丁目6-3
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医療機関名

住所

医）かわのキッズ・クリニック

平和5丁目10-2

医）東風会まいづる内科クリニック

舞鶴3丁目2-1

医）後藤けんクリニック

舞鶴3丁目6-17

医）明和会スポーツ・栄養クリニック

薬院1丁目5-6

医）松尾小児科医院

薬院3丁目11-8

ひさとみ内科クリニック

薬院4丁目1-12-3F

整形外科浄水通りクリニック

薬院4丁目1-27

医）健康長寿会薬院浄水クリニック

薬院4丁目10-40 嗣ﾋﾞﾙ

医）とよしまファミリークリニック

六本松4丁目8-15

医）あさかぜ薬院内科循環器クリニック

渡辺通2丁目6-12-2F

えんどう整形外科クリニック

渡辺通2丁目6-12

田上内科クリニック

渡辺通4丁目1-36-1F

南区
医療機関名

住所

医）府川医院

井尻3丁目14-25

長沢医院

井尻5丁目12-30

馬場外科医院

井尻5丁目25-17

さわやま内科・総合診療クリニック

大楠2丁目8-29

まつもと小児科

曰佐4丁目23-17

医）永野医院

柏原6丁目19-26

医）優誠会けやごう内科・胃腸内科クリニック

警弥郷1丁目17-13

医）信和会福岡信和病院

皿山2丁目1-53

いしつか脳神経クリニック

清水2丁目8-14

もりや耳鼻咽喉科

中尾2丁目3-25

医）四つ葉四つ葉在宅クリニック

長丘2丁目12-24
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医療機関名

住所

医）漱流会佐藤クリニック

長住1丁目9-15

医）やない小児科クリニック

長住7丁目4-21

医）ひのき会ひのき診療所

桧原7丁目2-6

あおみ小児科医院

向野1丁目19-27

医）弘青会とみざわクリニック大池

柳河内1丁目2-12

矢田部内科循環器科医院

横手2丁目38-20

医）友医会牛尾医院

若久4丁目5-3

城南区
医療機関名

住所

医）原クリニック

梅林4丁目21-23

医）爽々会馬場内科

片江2丁目17-12

医）しんどう小児科医院

神松寺3丁目22-28

医）にしぞの耳鼻咽喉科クリニック

田島3丁目19-5

おだ内科クリニック

茶山1丁目6-10

医）英内科クリニック

茶山2丁目15-1

医）進藤整形外科クリニック

茶山5丁目2-6

医）ヒュギエイアかとうクリニック

鳥飼5丁目4-12

医）さかい内科循環器クリニック

長尾1丁目13-23-1

しげた消化器科・外科医院

長尾1丁目19-1

せき小児科・アレルギー科クリニック

長尾2丁目7-20

尾野医院

七隈4丁目3-8

医)すがお内科クリニック

七隈4丁目11-3

医）恒愛会りょうすけ内科外科

樋井川2丁目9-15

医）井上四郎小児科医院

樋井川6丁目33-15

小舘医院

東油山1丁目8-12

6 / 10

医療機関名

住所

医）内田こどもクリニック

別府1丁目21-21

だい小児科内科医院

別府2丁目20-46-101

にしのクリニック

別府4丁目1-25

医）敬天会武田病院

別府4丁目5-8

内藤胃腸科・外科クリニック

別府7丁目7-30

医）ＡＴＨもとむらクリニック

干隈2丁目8-28

早良区
医療機関名

住所

医）わたなべ小児科

曙1丁目5-25

医）平野内科消化器科医院

曙2丁目1-7

医）きよまつ小児科医院

荒江3丁目11-24

（医）池田整形外科クリニック

有田7丁目19-33-1

江副整形外科クリニック

飯倉6丁目24-23

中村医院

内野2丁目20-10

医）健貢会中山整形外科医院

梅林6丁目10-3

山本外科胃腸科医院

賀茂2丁目6-38

医）宮脇クリニック

小田部4丁目4-1

医）優人会こたべ整形外科クリニック

小田部5丁目7-7

医）原信会原口病院循環器科内科

小田部6丁目11-15

社医）福西会福西会南病院

早良1丁目5-55

医）三恵外科医院

城西2丁目6-21

うめい内科医院

昭代3丁目5-15

ふじもとクリニック

昭代3丁目5-20

医）延命堂やすだクリニック

次郎丸3丁目22-8

医）黒田整形外科医院

次郎丸5丁目7-9
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医療機関名

住所

医）久信会大神内科クリニック

高取1丁目3-20

医）あきもとこどもクリニック

高取1丁目28-24

福岡歯科大学医科歯科総合病院

田村2丁目15-1

医）石西整形外科医院

田村5丁目2-1

中野こどもクリニック

田村6丁目10-15

社医）大成会福岡記念病院

西新1丁目1-35

医）医王光徳会フカガワクリニック

西新2丁目7-8

医）稲村脳神経外科クリニック

西新4丁目9-35-2F

福田心臓血管クリニック

西新4丁目9-35-4F

田中じゅんこ乳腺クリニック

西新4丁目9-35-6F

医）草創の会草野医院

野芥3丁目14-5

つながるファミリークリニック

野芥7丁目8-3

医）研和会北島内科医院

原1丁目6-5

医）案浦クリニック

原5丁目22-13

吉住内科医院

原6丁目29-10

医）楽天堂広橋病院

東入部6丁目20-56

医）樹の実会大木整形・リハビリ医院

藤崎1丁目21-19

さわらぐち胃腸肛門クリニック

藤崎1丁目24-19

医）岡田こどもクリニック

藤崎2丁目11-35

医）誠和会牟田病院

干隈3丁目9-1

医）たさき小児科クリニック

星の原団地32-2

医）西田たみお整形外科医院

南庄2丁目5-23

おおやこどもクリニック

南庄3丁目6-30

なもと内科・胃腸クリニック

南庄5丁目11-15

きむらファミリークリニック

室見1丁目5-9
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医療機関名

住所

医）たかき あいここどもクリニック

室見2丁目12-2

調医院

百道1丁目18-31

ソフトリサーチパーク診療所

百道浜2丁目1-22

医）ＮＹＣももち浜クリニックTNC放送会館在宅診療所

百道浜2丁目3-2

医）ＫＭペインクリニック

百道浜4丁目1-4

医）しばおクリニック

百道浜4丁目13-4

西区
医療機関名

住所

たけのしたクリニック

愛宕4丁目13-4

医）松田知子皮膚科医院

今宿1丁目5-27

医）國﨑真クリニック

今宿駅前1丁目7-6

アーバンハートクリニック

今宿西1丁目30-26

医）政裕会ときつ医院

内浜2丁目6-7

高崎小児科医院

下山門4丁目14-33

おながわ小児科アレルギー科クリニック

拾六町1丁目2-7

医）三裕会拾六町病院

拾六町2丁目23-10

医）ＩＳＣいなみつこどもクリニック

拾六町3丁目8-13

てらにしこどもクリニック

拾六町団地1-18

せんばクリニック

拾六町団地1-25

医）まつおクリニック

周船寺1丁目1-33

医）ふくい小児科医院

周船寺1丁目6-14

医）英慶会三愛クリニック

周船寺2丁目12-39

中村クリニック

豊浜1丁目2-12

本田けいこ小児科クリニック

豊浜2丁目1-1

池田功産婦人科医院

野方1丁目2-25
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医療機関名

住所

石神小児科医院

野方1丁目22-25

福重たしろ整形外科

福重1丁目6-18

医）ひらやま内科クリニック

福重4丁目7-6-3F

医）きむらしろうクリニック

福重5丁目19-8

アカデミアはらだ内科・消化器科

富士見2丁目14-1

そのだこどもクリニック

富士見2丁目14-3

あさのひ整形外科クリニック

富士見2丁目14-7

池田内科呼吸器科医院

姪の浜3丁目39-6

青木内科循環器科小児科クリニック

姪の浜4丁目9-12

医）白翠園めいのはま白翠内科クリニック

姪の浜4丁目14-30

医）下村小児科医院

姪の浜4丁目19-25

医）二田哲博クリニック

姪浜駅南1丁目2-17

医）いわや小児科クリニック

姪浜駅南2丁目1-37

北野クリニック

姪浜駅南2丁目19-16
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