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開始予定 予約 その他特記事項

あおやぎ耳鼻科医院 33-7117 栄町1-7 未定 必要 15歳以上、指定日のみ ー

あかま整形クリニック 35-6440 栄町3-5 入荷次第 必要 小学生以上、かかりつけのみ ○

赤間センタークリニック 32-2508 赤間駅前1-4-7　3F 10月下旬 必要 中学生以上 ○

赤間病院 32-2206 石丸1-6-7 11月1日 必要 15歳以上、10月より予約開始 ○

秋山内科クリニック 39-7130 稲元3-1-5 10月15日 不要 15歳以上 ー

あさひ小児科クリニック 34-8555 光岡5-1 10月中旬 必要 6か月以上 ー

安部ひ尿器皮ふクリニック 38-8800 くりえいと1-5-7 入荷次第 必要 1歳以上 ー

ありよしレディースクリニック 37-1633 村山田171-3 10月入荷次第 必要 13歳以上 ○

いきまる内科クリニック 39-8282 自由ヶ丘9-1-1 10月上旬 不要 中学生以上 ○

石野クリニック 32-0055 くりえいと2-3-40 10月中旬 不要 小学生以上 ○

いずみ内科クリニック 72-4555 平井1-1-38 入荷次第 不要 小学生以上 ○

一木こどもクリニック 36-0880 東郷5-14-37 10月初旬 必要
6か月以上、かかりつけのみ、

成人は母親のみ、10月1日予約開始 ○

片山医院 32-3269 稲元1035-6 10月初旬入荷次第 不要 6か月以上15歳未満 ー

鴨川内科循環器科医院 32-2426 陵厳寺1-12-8 入荷次第 不要 6か月以上、就学前はかかりつけのみ ○

河村医院 32-1649 朝町2118-1 入荷次第 不要 13歳以上 ○

共立医院 36-4584 田熊4-5-1 10月初旬 必要 6か月以上 ○

くりた耳鼻咽喉科 39-3939 くりえいと2-3-17 10月24日 不要 3歳以上 ー

恵和中央クリニック 36-1001 日の里8-3-2 入荷次第 必要 13歳以上 ○

さがら内科循環器科医院 37-0025 田熊4-3-23 10月中旬 必要 15歳以上 ○

さとう耳鼻咽喉科クリニック 72-4187 平井1-1-37 10月7日 必要 1歳以上 ○

島村内科消化器科クリニック 34-8811 日の里2-6-7 10月初旬 不要 3歳以上 ○

自由ヶ丘クリニック 32-2097 自由ヶ丘2-7-1 10月中旬 必要 13歳以上 ○

森都病院 32-0111 田久3-3-1 入荷次第 必要 1歳以上 ○

高橋整形外科医院 37-8013 日の里6-2-20 入荷次第 必要 3歳以上 ○

東郷外科医院 36-4146 田熊4-2-6 10月中旬 必要 13歳以上 ○

なかのクリニック 38-2525 赤間駅前1-4-1　トリアビル5F 入荷次第 必要 小学生以上 ○

林外科医院 33-5577 田久4-15-12 11月 不要 13歳以上、かかりつけのみ ○

葉山クリニック 39-3050 葉山2-31-4 入荷次第 必要 13歳以上 ○

ひぐちこどもクリニック 35-7600 くりえいと2-3-48 10月初旬入荷次第 不要 6か月以上 ー

ひさだ脳神経外科 62-5233 赤間駅前1-5-12 10月中旬 必要 13歳以上 ○

日の里クリニック 36-5511 日の里1-30-13 11月初旬 必要 6か月以上 ○

平塚胃腸科外科医院 32-2126 自由ヶ丘2-7-5 10月中旬入荷次第 不要 15歳以上 ○

舩津医院 32-3045 赤間4-1-16 入荷次第 不要 1歳以上 ○

摩利支病院 36-4150 東郷6-2-10 10月初旬 不要 11歳以上 ○

湊診療所 62-3050 神湊937-1 入荷次第 必要 13歳以上 ○

宮原小児科医院 33-5120 自由ヶ丘西町2-5 10月16日 必要
6か月以上、成人はかかりつけのみ、

インターネット予約 ○

宗像医師会病院 37-1188 田熊5-5-3 11月上旬 必要 高校生以上、かかりつけのみ ー

宗像久能病院 32-0315 三郎丸5-1-15 11月1日 必要 15歳以上 ○

宗像市国民健康保険 大島診療所 72-2004 大島1628-13 10月中旬入荷次第 必要 6か月以上 ○

宗像セントラルクリニック 35-7800 宮田2-11-10 11月ごろ 必要 15歳以上、かかりつけの妊婦のみ ー

むなかた内科・呼吸器内科クリニック（旧：田上医院) 32-1110 徳重1-10-20 11月中 必要 小学生以上 ○

宗像病院 36-2734 光岡130 11月初旬 不要 15歳以上、かかりつけのみ ○

やすだ内科クリニック 62-3231 池田3116-6 10月入荷次第 必要 13歳以上、かかりつけのみ ○

令和元年度　「インフルエンザ」「高齢者の肺炎球菌」予防接種　実施医療機関（宗像市・福津市）
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山口皮フ・泌尿器科医院 36-7795 東郷3-1-13 入荷次第 不要 1歳以上 ○

吉田内科クリニック 36-4118 村山田1071 入荷次第 必要 13歳以上、未成年者保護者同伴 ○

よつば内科クリニック 39-2020 くりえいと3-4-15 10月初旬 必要 小学生以上 ○

米倉医院 36-2056 原町151-1 11月1日 必要 6か月以上 ○

渡辺整形外科医院 32-2600 稲元4-9-25 入荷次第 必要 13歳以上 ー

あいだ医院 42-3101 東福間3-4-3 10月中旬 必要 6か月以上 ○

青野内科小児科医院 43-0131 福間南3-1-26 入荷次第 必要 1歳以上 ○

明日花クリニック 38-5577 日蒔野3-1-109 10月下旬 必要 1歳以上、午前中のみ ○

池田内科クリニック 42-8688 中央3-10-1 1F 入荷次第 必要 小学生以上 ○

上田医院 52-2823 宮司6-10-1 10月初旬 不要 13歳以上 ○

おがわせせらぎ診療所 39-3646 中央3-1-1-105 入荷次第 必要 15歳以上 ー

勝浦クリニック 52-0830 勝浦3154-2 入荷次第 不要 小学生以上 ○

耳鼻咽喉科 工藤こうじクリニック 34-9077 日蒔野5-14-1-2F 入荷次第 必要 13歳以上 ー

こじまクリニック 52-0213 津屋崎3-16-20 10月中旬以降入荷次第 必要 13歳以上、かかりつけ優先 ○

しば田クリニック 43-5222 中央3-9-1　2Ｆ 11月 必要 13歳以上、かかりつけのみ ○

たけなかこどもクリニック 42-0043 中央6-22-33 . 必要 6か月以上、かかりつけ優先 ○

たなか泌尿器科皮膚科 42-5307 花見が浜1-4-3 入荷次第 必要 小学生以上 ー

津屋崎中央病院 52-0120 渡1564 11月上旬 必要 15歳以上、かかりつけのみ ー

時計台クリニック 34-3555 若木台1-1-12 11月1日 不要 13歳以上 ○

とも子どもクリニック 38-5550 日蒔野5-13-１ 入荷次第 必要 6か月以上 ○

中島外科医院 52-1300 宮司浜3-26-31 入荷次第 必要 13歳以上 ○

中須賀内科循環器内科 42-2100 花見が丘1-5-15 10月中旬 必要 15歳以上 ○

東福間病院 43-1311 津丸1164-3 入荷次第 不要 3歳以上 ○

ひまきのクリニック内科循環器内科 35-8230 日蒔野5-5-11 10月入荷次第 必要 6か月以上、予約は来院にて受付 ○

福津内科クリニック 43-8282 中央4-20-17 10月15日 必要 13歳以上 ○

福間諏訪クリニック 43-8808 中央6-19-1 10月中旬 不要 13歳以上 ○

福間病院 42-0145 花見が浜1-5-1 入荷次第 必要 15歳以上、かかりつけのみ ー

古野内科・循環器科医院 34-9090 西福間2-5-23 10月初旬 不要 13歳以上 ○

ほりクリニック 43-1177 東福間1-3-1 － － － ○

松岡内科医院 52-1302 宮司6-4-1 11月 不要 1歳以上、就学前は要相談 ○

まつなが小児科医院 52-4363 宮司浜3-22-24 10月中旬 不要 6か月以上 ○

松野脳神経クリニック 43-5055 光陽台1-1-5 入荷次第 不要 1歳以上 ○

みやじ参道クリニック 39-3376 宮司2-1-50 10月15日入荷次第 不要 13歳以上 ○

宮城病院 43-7373 日蒔野5-12-2 10月中旬 不要 13歳以上 ○

宗像水光会総合病院 34-3111 日蒔野5-7-1 － － － ○

山田胃腸科内科肛門科 43-5947 手光南1丁目6-7 10月以降 必要 小学生以上 －

吉村耳鼻咽喉科医院 35-8686 中央5-25-24 入荷次第 不要 13歳以上 ー

渡辺クリニック 42-0046 若木台1-12-2 11月1日 必要 6か月以上、10/1予約開始 ○

＊対象者、接種費用、免除の要件など、不明な点は、接種前に市健康課(36-1187)又は医療機関へ確認を。
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＊アレルギーがある人、妊娠中の人、授乳中の人は、かかりつけ医に相談を。

＊インフルエンザワクチンは、入荷状況によって、開始時期が変更となります。

＊このほかにも接種できる医療機関がありますが、医療機関によっては、事前に手続きが必要な場合があります。

＊高齢者の肺炎球菌は、通年で実施していますが、ワクチンの在庫状況によって接種できないことがあります。


