
2022/5/31 時点

あ あじさいクリニック乳腺外科 駅前中央一丁目４番１７号コムボックス佐賀駅前２Ｆ 27-7600
医療法人笙船会　飯盛内科 多布施二丁目６番２４号 23-2095
（医療法人葡萄の木）池田内科・消化器科 若宮三丁目１番２４号 31-1222
医療法人　秀裕会　池田内科皮膚科医院 嘉瀬町扇町２３８３番地 23-0239
（医療法人メディスマイル）いのうえ内科泌尿器科クリニック 久保田町大字徳万１６３９番地１ 68-2466
植田産婦人科内科医院 与賀町２番５３号 22-2550
医療法人春陽会　上村病院 兵庫町渕１９０３番地１ 33-0099
（医療法人）内田クリニック 高木瀬町東高木２４１番地２ 36-6100
江頭クリニック 川副町鹿江９９０番地１ 45-1311
（医療法人）江頭外科内科胃腸科 大和町尼寺２９０７番地１ 62-3366
医療法人源勇会　枝國医院 川副町大字早津江２６５番地 45-1521
医療法人　えとう内科・循環器内科 神野東四丁目３番１９号 33-8177 予約不要

江口医院 神野東一丁目５番１号 23-3005
医療法人輝文会　恵比寿クリニック 諸富町大字為重１１５番地２ 34-8922 予約不要

遠藤内科 本庄町本庄５３９番地１ 24-7021
（医療法人　光恵会）おおいし脳・神経リハクリニック 鍋島町大字森田６０５番地５ 37-8126
医療法人　おそえがわ脳神経内科 神園三丁目４番５号 31-8181
小田クリニック 西田代二丁目２番１７号 23-7038
（医療法人公和会）小野病院 巨勢町牛島２４４番地７ 24-3371 予約不要

かじはら内科クリニック 八戸溝二丁目１０番２号 36-8536
かすがの杜こどもクリニック 大和町大字尼寺２６６０番地３ 62-5006
医療法人かたえ内科・呼吸器クリニック 高木瀬町長瀬１２４５番地３ 36-6200
かとうクリニック内科・呼吸器内科 本庄町大字末次２９番地１２ 41-8011
かみぞのクリニック 神園六丁目４番１６号 36-6755
神田胃腸科内科医院 蓮池町蓮池３６５番地７ 97-0019
きしかわ内科クリニック 東与賀町大字下古賀１１２４番地１８ 34-7310
医療法人　北川整形外科 川副町鹿江９５３番地 45-8520
医療法人　北島整形外科 高木瀬東二丁目１５番６号 30-2657
医療法人長晴会　木下医院 久保泉町上和泉２２３２番地１ 98-0135
木村医院 久保泉町下和泉１９３１番地 98-1234
クリニック新生 新生町５番１５号 23-2895
（医療法人素心庵）栗山医院 白山一丁目４番６号 23-2636
黒沢内科医院 北川副町光法１５９７番地 26-1723

け 医療法人社団敬愛会健診センター佐賀 高木瀬町長瀬１１６７番地２ 20-5511
医療法人仁和会　小池病院 嘉瀬町大字中原１９２２番地２ 23-2171
（医療法人）こいけクリニック 兵庫北二丁目１９番１２号 20-3111
地方独立行政法人　佐賀県医療センター好生館 嘉瀬町大字中原４００番地 24-2171
こうの医院 兵庫南一丁目１２番７号 23-7276
佐賀県医療生活協同組合神野診療所 神野東四丁目１０番５号 31-1060
（医療法人杏仁会）神野病院 神園三丁目１８番４５号 31-1441
古賀クリニック 水ヶ江一丁目３番１３－２号 37-0260
医療法人九曜会　こが内科こどもクリニック 西与賀町厘外８５９番地１５ 24-0541
医療法人ごとうクリニックごとう整形外科皮ふ科クリニック 木原二丁目１７番９号 23-7100
医療法人社団博文会　小栁記念病院 諸富町諸富津２３０番地２ 47-3255
こやなぎ内科クリニック 高木瀬町大字長瀬９６９番地１ 36-5100
医療法人　コールメディカルクリニック佐賀 鍋島四丁目１番２３号 20-6622
斉藤医院 諸富町大堂２１４番地 47-2003
（医療法人　周継会）佐賀駅南クリニック 駅前中央一丁目９番３８号－６Ｆ 080-4280-7328
ＳＡＧＡなんでも相談クリニック 中の小路２番５号 40-8530
医療法人社団敬愛会　佐賀記念病院 高木瀬町大字長瀬１２４０番地１ 31-7771
（医療法人如春窩会）佐賀クリニック 中央本町２番２１号 29-1248
佐賀市立富士大和温泉病院 富士町大字梅野１７２１番地１ 63-0111
佐賀市立国民健康保険三瀬診療所 三瀬村藤原３８８２番地６ 56-2001
（福）佐賀整肢学園こども発達医療センター 金立町金立２２１５番地２７ 98-2211
医療法人智仁会　佐賀リハビリテーション病院 南佐賀一丁目１７番１号 25-0231
坂井医院 川副町犬井道６１５番地ロ 45-0040
医療法人社団真仁会　境野病院 松原四丁目２番２８号 26-2468
佐賀大学医学部附属病院 鍋島五丁目１番１号 31-6511 通院患者のみ

独立行政法人 地域医療機能推進機構　佐賀中部病院 兵庫南三丁目８番１号 28-5311
独立行政法人 国立病院機構 佐賀病院 日の出一丁目２０番１号 30-7141
さくらクリニック 鍋島二丁目２番１２号 34-1935
さとうクリニック 川副町南里３７２番地１ 45-8000
（医療法人健心会）鮫島病院 富士町小副川２７２番地 64-2231
さやのもとクリニック 道祖元町７１番 41-2211
医療法人同愛会　サンテ溝上病院 大財一丁目６番６０号 24-5251
しげた総合診療クリニック 大和町大字川上３２３番地１ 64-9800
しらみず診療所 駅前中央二丁目７番１９号 34-1120
医療法人正和会　志田内科 水ヶ江二丁目７番２３号 23-3720
（医療法人長生会）島田医院 嘉瀬町中原１９７３番地１ 23-5805
（医療法人長生会）島田病院 嘉瀬町中原１６７９番地１ 40-8550
医療法人　信愛整形外科医院 川原町４番８号 22-1001
陣内胃腸科内科医院 新栄西二丁目１番２号 29-2226
陣内内科・小児科クリニック 若宮三丁目５番１７号 30-6171
（医療法人朝霧会）じんの内医院 新郷本町２４番３号 24-2225
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2022/5/31 時点令和４年度　高齢者の肺炎球菌感染症　予防接種実施医療機関一覧（佐賀市内）

備考
予約電話番号

(市外局番0952)医療機関名 住　所

杉原医院 鍋島町八戸溝１６２９番地１ 31-5005
（医療法人days）すこやか女性クリニック 白山二丁目７番１号エスプラッツ２階 20-1671
（医療法人清友会）清友病院 久保泉町大字川久保５４５７番地 98-3355
医療法人　せとぐち内科 久保田町久保田１３０番地６ 51-3111
（医療法人信和会）　高柳内科 嘉瀬町十五２２９１番地１ 23-6563
田尻医院 高木町５番１６号 24-8281
医療法人安寿会　田中病院 嘉瀬町扇町２３４４番地１６ 23-2640
たんぽぽクリニック 若宮一丁目１９番２９号 36-9206
医療法人　千葉内科循環器科 天神二丁目３番３８号 22-7531 かかりつけ患者のみ

医療法人　中央クリニック 八幡小路５番１５号 26-6258
筒井クリニック 神野西四丁目１２番３５号 32-3458
つつみクリニック耳鼻咽喉科 大和町大字尼寺２４７０番地２ 62-7901
（医療法人誠心会）つのだ内科クリニック 兵庫南二丁目１６番３２号 27-1777 予約不要

（医療法人）鶴田内科 日の出一丁目１４番１３号 31-3868
鶴田内科循環器科医院 川副町大字小々森９６０番地７ 45-7567

て 寺田内科 大財一丁目８番３０号 24-5288
内藤医院  北山診療所 富士町大野１０６０番地２３ 57-2226
医療法人 中尾医院 中央本町１番２２号 23-3213
なかしま小児科 兵庫町大字瓦町１０９６番地２ 27-7667
（医療法人）産婦人科  なかなみクリニック 木原一丁目２４番３８号 28-5277
医療法人　中西内科 大和町尼寺２２５７番地８ 62-0029
中原胃腸科内科 城内一丁目５番９号 29-8008
中山内科クリニック 高木瀬西四丁目６番１４号 36-5439
医療法人　ながえ内科クリニック 開成一丁目４番２号 30-2211
医療法人  永田天寿堂医院 諸富町大字大堂７３番地 47-2253
（医療法人至誠会）なゆたの森病院 本庄町本庄２６９番地１ 20-6000
医療法人社団恵風会　西村医院 兵庫町瓦町９７１番地 25-0147
二宮内科医院 兵庫南二丁目１４番１９号 41-5590

の （医療法人清友会）のぐちクリニック 駅前中央一丁目４番１７号２階 20-0404
萩原脳神経外科クリニック 木原一丁目２４番３８号 27-8800
（医療法人源流会）橋野医院 高木瀬東五丁目１７番１５号 31-0007
（医療法人）橋野こどもクリニック 高木瀬東四丁目１４番３号 31-0020
医療法人　ばばこどもクリニック 鍋島三丁目１５番２６号 30-8900
（医療法人樟風会）早津江病院 川副町福富８２７番地 45-1331
（医療法人）服巻胃腸科内科 中の小路９番１８号 23-2370
日浦呼吸器科内科小児科医院 鍋島二丁目１２番３１号 34-1400
医療法人如春窩会　東与賀大塚医院 東与賀町大字下古賀１３４９番地 34-7071
ひさのう循環器・内科 鍋島一丁目５番１号 33-0020
医療法人　ひさとみ内科クリニック 鍋島三丁目６番１３号 36-8426
医療法人　平林胃腸科外科 下田町２番２３号 22-5390
深川胃腸科外科医院 水ヶ江三丁目３番４号 23-8412
（医療法人福翔会）福岡病院 開成六丁目１４番１０号 31-4611
（医療法人博愛会）福田脳神経外科病院 本庄町本庄１２３６番地２ 29-2223
（医療法人大和正信会）ふじおか病院 大和町尼寺２６８５番地 62-2200
医療法人聖医会　藤川病院 松原一丁目２番６号 29-0311
（医療法人葡萄の木）ぶどうの木クリニック 水ヶ江一丁目２番２１号 20-0899
（医療法人前山メディカル）前山医院 川原町５番１７号 23-2348
医療法人　牧野医院 日の出一丁目１４番２６号 31-2320
外科・内科・馬島医院 諸富町為重５６４番地３ 47-3399
松永内科医院 高木瀬西一丁目３番２５号 31-1940
溝口クリニック 大和町川上５２８３番地３ 51-2661
（医療法人）満岡内科クリニック 大和町尼寺８４８番地１１ 51-2922
（医療法人新恵会）みね内科循環器科クリニック 高木瀬町大字東高木２３１番地１２ 37-3986
（医療法人洋友会）みやはら・好川総合クリニック 久保田町新田１４６８番地 68-3507

む 武藤医院 南佐賀二丁目１番１３号 23-2485 予約不要

森医院 八戸二丁目１番１３号 28-7383
森永医院 久保泉町川久保８７５番地 98-1125
医療法人　森山胃腸科 諸富町大堂９３７番地１ 47-2425
医療法人　諸隈病院 水ヶ江二丁目６番２２号 22-5500
（医療法人純伸会）矢ヶ部医院 木原三丁目２番１１号 29-6121
やさか内科皮膚科 木原一丁目２４番３８号 29-1722
山口クリニック 鍋島四丁目１番８号 33-2626
医療法人　山口内科クリニック 大和町久池井９８７番地４ 62-9885
統合医療 やまのうち小児科・内科 兵庫北五丁目８番７－２号 33-8500
（医療法人裕和会）ゆたか内科消化器科クリニック 兵庫南一丁目２０番１５号 41-7355
医療法人　夢咲クリニック 兵庫北一丁目８番２３号 20-1515

よ 横尾クリニック 長瀬町７番２３号－１ 23-8219
医療法人　力武医院 神野東二丁目４番２２号 31-2667
医療法人　力武クリニック 開成三丁目５番５号 32-5500

わ わたなべ女性内科 鍋島町森田５９４番地１ 31-6550
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