
個別接種で行います！！ 

    かかりつけの協力医療機関で接種できます。 

高齢者のインフルエンザ予防接種について 
 

 

高齢者のインフルエンザ予防接種は、田川市郡内の協力医療機関でうけられます。 

かかりつけ医療機関が田川市郡内にない方は、役場 保健福祉環境課 健康対策係にご相談

ください。 

 

インフルエンザは、ウイルスに感染することによって起こります。流行は、初冬から春先

に見られて、インフルエンザにかかった人の咳やくしゃみに含まれているウイルスや、空気

中にただよっているウイルスを吸い込むことによって感染します。予防をすることが大切で

すが重要なことは、ウイルスが体内に進入してきてもやっつけることができる、丈夫な身体

をつくっておくことです。 

 

６５歳以上のみなさんへ 

インフルエンザにかかると高齢者は、肺炎などの合併症を起こしやすく、重症化しやすく

なります。これを防ぐには、インフルエンザの予防接種を受けることも有効な手段です。 

 

満６５歳以上の人を対象に予防接種法に基づく接種が受けられます。 

日頃、体の状態をみてもらっている医療機関で接種を受けてください。また、予防接種は、

希望者だけですので、無理に受けることはありませんが、主治医の先生とよく相談してくだ

さい。  

 

                                                 

①予防接種が受けられる医療機関 

 

協力医療機関で受けられます。 

お申込みは、直接協力医療機関の窓口や電話でお申込みください。 

（詳しくは、かかりつけの協力医療機関にお問い合わせください。） 

＊田川市郡の協力医療機関は裏面をご覧ください。 

 

 

 

②接種期間 

 

令和３年１０月１日（金）～令和４年３月３１日（木）まで 

 

③対象者 

 

（ア）接種日において満６５歳以上の人で接種を希望する人 

 

（イ）満６０歳～６５歳未満の人で、心臓、腎臓、呼吸器疾患、血液及び免疫疾患な

どの障害（身体障害者手帳１級程度）の人で接種を希望する人 

 

＊上記以外の人は、任意接種（有料）になります。 

 

④接種料金 

 

高齢者１人１回限り：１，０００円 

 

※６５歳以上の生活保護者は無料 

 

※２回目は、任意接種となりますので全額自己負担です。 

 

 

※接種の際は、本人証明として健康保険証、運転免許証、介護保険証等を、必ず提出

してください。 

 

※（イ）の該当者の方は、身体障害者手帳を必ず提出してください。 

 

  

 

 

 

（お問い合わせ先）  

添田町役場 

保健福祉環境課 健康対策係 

☎ ０９４７－８８－８１１１



令和３年度 高齢者インフルエンザ予防接種協力医療機関（田川地区） 
【添 田 町】 

医 療 機 関 名 所 在 地 電話番号 

 医) 養生会 宮城内科胃腸科医院  田川郡添田町大字添田１０１２－１ 82-0008 

 医）社団 庄宮城医院  田川郡添田町庄２４９ 82-1047 

 医）新光園 英彦山病院  田川郡添田町大字中元寺８４４－１４ 82-1300 

 医）雪竹医院  田川郡添田町大字添田１２６５－２ 82-0125 

 勝野内科クリニック  田川郡添田町添田１４４８ 48-7014 

 川口医院  田川郡添田町添田２０９３－３ 82-0322 

 中山医院  田川郡添田町庄８９０－５ 82-0471 

 柳瀬外科医院  田川郡添田町大字添田１４０９ 82-0279 

【大 任 町】 

医 療 機 関 名 所 在 地 電話番号 

 医）富士見ヶ丘内科循環器科医院  田川郡大任町今任原４１３９－１４２ 63-3996 

 永川外科医院  田川郡大任町下今任２８３０－１ 63-4100 

 森戸内科医院  田川郡大任町大行事下鶴３０８９ 63-3911 

【川 崎 町】 

医 療 機 関 名 所 在 地 電話番号 

 医）荒木小児科医院  田川郡川崎町田原１０２１ 73-2131 

 医）田中整形外科医院  田川郡川崎町池尻３２９－８ 42-2776 

 長主病院  田川郡川崎町田原１１２１ 72-7383 

 医）日高医院  田川郡川崎町田原５５２－３ 73-2500 

 医）古川病院  田川郡川崎町池尻２９６－１ 44-0367 

 医）向野医院  田川郡川崎町川崎２４－２ 72-5610 

 松本病院  田川郡川崎町川崎１６８１－１ 73-2138 

柏村医院  田川郡川崎町川崎４０３－２ 73-2682 

地方独立行政法人川崎町立病院  田川郡川崎町川崎２４３０－１ 73-2171 

【香 春 町】 

医 療 機 関 名 所 在 地 電話番号 

 医）江本医院  田川郡香春町香春２７０ 32-2106 

 佐柳医院  田川郡香春町中津原５０７－３ 32-2557 

【福 智 町】 

医 療 機 関 名 所 在 地 電話番号 

 医）恵和会  田川慈恵病院  田川郡福智町弁城３５５２ 22-1887 

 医）社団 上野病院  田川郡福智町上野３４２０ 28-2182 

 医）たくまクリニック  田川郡福智町金田１８５８－１０ 22-7770 

 宇都宮医院  田川郡福智町金田９２４－４ 22-0038 

 福智町立方城診療所  田川郡福智町弁城２２３９－１０ 22-0242 

 福智町立コスモス診療所  田川郡福智町赤池９７０－１ 28-2083 

【糸 田 町】 

医 療 機 関 名 所 在 地 電話番号 

 医）二田水整形外科医院  田川郡糸田町３３１１－１ 26-0028 

 庄野医院  田川郡糸田町１８６２－１４ 26-2439 

 松岡内科  田川郡糸田町１７７２－３ 26-2323 

 むかさ内科呼吸器内科クリニック  田川郡糸田町３１６１ 26-0003 

 吉田医院  田川郡糸田町大熊４１４５－２ 22-4642 

 糸田町立緑ヶ丘病院  田川郡糸田町３１８７ 26-0111 

 

 

 

【赤 村】 

医 療 機 関 名 所 在 地 電話番号 

 塚原内科循環器科クリニック  田川郡赤村大字赤４７４７－１ 62-2055 

【田 川 市】 

医 療 機 関 名 所 在 地 電話番号 

 秋吉整形外科医院  田川市春日町２－４ 44-0032 

 後野医院  田川市夏吉２６２－７ 44-0399 

 荒牧医院  田川市位登１８４ 44-0269 

植田皮膚科クリニック  田川市川宮７６０－７ 42-4112 

 医）金子内科医院  田川市新町２５－１ 42-1587 

 医）木村眼科医院  田川市桜町１３－１１ 44-6103 

 医）木村クリニック川宮医院  田川市川宮５３５－１ 42-2342 

 医）くわの内科小児科医院  田川市大字伊田２７１４－８ 47-1114 

 医）佐々木整形外科医院  田川市本町９－２７ 42-1235 

 医）社団 重藤内科医院  田川市伊田３５１０－２ 44-1208 

 見立病院  田川市大字弓削田３２３７ 44-0924 

 医）田中医院  田川市大字弓削田３１４１－１ 45-0347 

 医）田中内科医院  田川市魚町４－１１ 44-5130 

 医）月脚医院  田川市桜町１５－１０ 42-6104 

 医）中富内科医院  田川市弓削田２１９－１ 44-0552 

 医）中山内科消化器科医院  田川市川宮大藪１４７８－８ 44-1843 

 医）百武医院  田川市伊加利２１９５－２６ 42-9100 

 みた医院  田川市日の出町９－２２ 46-2393 

 医）弓削クリニック  田川市平松町９－３９ 42-0789 

 医）吉峯医院  田川市新町２４－２４ 44-0481 

 医）和光会 一本松すずかけ病院  田川市夏吉１４２ 44-2150 

 岡部内科循環器科  田川市平松町１３－６ 42-1349 

 かじ内科クリニック  田川市上本町７－７ 44-0213 

 こうざきクリニック  田川市大字伊田５００５－５ 49-1152 

 しらかわクリニック  田川市大字奈良２６１－１ 45-3111 

 耳鼻咽喉科高瀬医院  田川市魚町９－１ 42-1001 

 医）敬信会 大法山病院  田川市猪国６９０ 42-1929 

 医）田中医院  田川市春日町１－７ 42-0112 

 柏芳会  田川新生病院  田川市夏吉３６３８   44-0690 

 ひだまりクリニック  田川市大字糒８２４－２０ 85-9765 

 福井クリニック  田川市本町１４－２９ 44-0065 

 藤下医院  田川市大字奈良１５８７－９２ 46-4700 

 医）鷹ノ羽会 村上外科病院  田川市魚町１２－５ 44-2828 

 村田医院  田川市古賀町３６３４ 42-1028 

 森田外科医院  田川市大字伊田４５１４－１ 42-6222 

 田川市立病院  田川市大字糒１７００－２ 44-2100 

 田川診療所  田川市新町１１－１５ 42-8403 

 みずき内科クリニック  田川市大字糒１７００－３３８ 85-9078 

松尾ファミリークリニック 田川市大字伊田 4547-9 47-1515 

日の出クリニック 田川市大字伊田 428 45-3200 

 社会保険田川病院  田川市上本町 10-18 44-0460 

 


