
 2019・2020年度各種検診精密検査等実施登録医療機関一覧

※最新の情報は、福岡県医師会ホームページの「各種検診実施医療機関名簿」をご覧ください(随時更新されます)

医師会名 医療機関名 郵便番号 住所 電話番号
乳がん
（精密）

北九州市門司区 九州労災病院　　門司メディカルセンター 801-8502 北九州市門司区東港町３番１号 093-331-3461 ●

北九州市門司区 門司掖済会病院 801-8550 北九州市門司区清滝１丁目３－１ 093-321-0984 ●

北九州市門司区 ＪＲ九州病院 800-0031 北九州市門司区高田２－１－１ 093-381-5661 ●

北九州市小倉（小倉北区） 医療法人　　一本杉外科医院乳腺外科 803-0836 北九州市小倉北区中井２－６－２０ 093-581-7000 ●

北九州市小倉（小倉北区） 公益財団法人小倉医療協会　　三萩野病院 802-0065 北九州市小倉北区三萩野１丁目１２番１８号 093-931-7931 ●

北九州市小倉（小倉北区） 北九州市立医療センター 802-0077 北九州市小倉北区馬借２丁目１－１ 093-541-1831 ●

北九州市小倉（小倉北区） 国家公務員共済組合連合会　新小倉病院 803-8505 北九州市小倉北区金田１丁目３番１号 093-571-1031 ●

北九州市小倉（小倉北区） 小倉記念病院 802-8555 北九州市小倉北区浅野３－２－１ 093-511-2000 ●

北九州市小倉（小倉北区） 北九州総合病院 802-8517 北九州市小倉北区東城野町１－１ 093-921-0560 ●

北九州市小倉（小倉北区） 公益財団法人　健和会　大手町病院 803-8543 北九州市小倉北区大手町１５－１ 093-592-5511 ●

北九州市小倉（小倉南区） 独立行政法人国立病院機構　小倉医療センター 802-8533 北九州市小倉南区春ヶ丘１０－１ 093-921-8881 ●

北九州市小倉（小倉南区）
独立行政法人　労働者健康安全機構
九州労災病院

800-0296 北九州市小倉南区曽根北町１－１ 093-471-1121 ●

北九州市小倉（小倉南区） きたやま乳腺クリニック 802-0841 福岡県北九州市小倉南区北方2-10-10 093-923-1515 ●

北九州市小倉（小倉南区） つるどめ乳腺・大腸・肛門クリニック 800-0206 北九州市小倉南区葛原東３－２－７ 093-471-0881 ●

北九州市八幡（八幡東区） 医療法人　島田クリニック 805-0015 北九州市八幡東区荒生田2-3-8 093-651-1529 ●

北九州市八幡（八幡東区） 社会医療法人　製鉄記念八幡病院 805-8508 北九州市八幡東区春の町１－１－１ 093-672-3176 ●

北九州市八幡（八幡東区） 北九州市立八幡病院 805-8534 北九州市八幡東区尾倉２－６－２ 093-662-6565 ●

北九州市八幡（八幡東区）
社会福祉法人　恩賜財団　済生会支部
福岡県済生会八幡総合病院

805-0050 北九州市八幡東区春の町５丁目９番２７号 093-662-5211 ●

北九州市八幡（八幡西区）
地方独立行政法人地域医療機能推進機構
九州病院

806-8501 福岡県北九州市八幡西区岸の浦１丁目８－１ 093-641-5111 ●

北九州市戸畑区 戸畑共立病院 804-0093 北九州市戸畑区沢見2丁目５－１ 093-871-5421 ●

産業医科大学 産業医科大学病院 807-8556 北九州市八幡西区医生ヶ丘１番１号 093-603-1611 ●

遠賀中間 地方独立行政法人　芦屋中央病院 807-0141 遠賀郡芦屋町大字山鹿２８３番地7 093-222-2931 ●

遠賀中間 一般社団法人遠賀中間医師会　おんが病院 811-4342 遠賀郡遠賀町大字尾崎１７２５番地２ 093-281-2810 ●

京都 社会医療法人陽明会　小波瀬病院 800-0344 京都郡苅田町大字新津１５９８ 0930-24-5211 ●

福岡市（東区） 国家公務員　共済組合連合会　千早病院 813-8501 福岡市東区千早２丁目３０番１号 092-661-2211 ●

福岡市（東区） 社会医療法人財団　池友会　福岡和白病院 811-0213 福岡市東区和白丘２－２－７５ 092-608-0001 ●

福岡市（東区） 黒木クリニック 812-0053 福岡市東区箱崎１丁目３－６ 092-631-2311 ●

福岡市（東区） 医療法人　貝塚病院 812-0053 福岡県福岡市東区箱崎7-7-27 092-632-3333 ●

福岡市（東区） 九州大学病院 812-8582 福岡市東区馬出３－１－１ 092-641-1151 ●

福岡市（博多区） 医療法人　原三信病院 812-0033 福岡市博多区大博町１－８ 092-291-3434 ●

福岡市（博多区） 社会医療法人社団至誠会　　木村病院 812-0044 福岡市博多区千代２－１３－１９ 092-641-1966 ●

福岡市（博多区） 千鳥橋病院 812-0044 福岡市博多区千代5-18-1 092-641-2761 ●

福岡市（博多区） 千代診療所 812-0044 福岡市博多区千代５－１１－３８ 092-651-0726 ●

福岡市（中央区） 済生会　福岡総合病院 810-0001 福岡市中央区天神１丁目３番４６号 092-771-8151 ●

福岡市（中央区）
独立行政法人　国立病院機構
九州医療センター

810-8563 福岡市中央区地行浜１丁目８－１ 092-852-0700 ●

福岡市（中央区） 及川病院六本松乳腺クリニック 810-0044 福岡県福岡市中央区六本松4-2-2 092-406-8172 ●

※受診の際は、各医療機関に検査の予約をしてください。
※下記以外の医療機関でも受診可能な場合もあります。各医療機関へお問い合わせください。

2019年5月8日更新 
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福岡市（中央区） 医療法人　社団広仁会　　広瀬病院 810-0004 福岡市中央区渡辺通１－１２－１１ 092-731-2345 ●

福岡市（中央区） 医療法人財団博愛会　ウェルネス天神クリニック 810-0001 福岡市中央区天神１－１４－４－４F 092-738-3335 ●

福岡市（中央区） 医療法人　にゅうわ会　及川病院 810-0014 福岡市中央区平尾２－２１－１６ 092-522-5411 ●

福岡市（中央区） 国家公務員共済組合連合会　浜の町病院 810-0072 福岡県福岡市中央区長浜3-3-1 092-721-0831 ●

福岡市（中央区） ふかみ乳腺クリニック 810-0004
福岡県福岡市中央区渡辺通2-6-12
八千代ビルYA55　4F

092-406-5323 ●

福岡市（南区） 社会医療法人　喜悦会　那珂川病院 811-1345 福岡市南区向新町2-17-17 092-565-3531 ●

福岡市（南区） 公立学校共済組合　九州中央病院 815-8588 福岡市南区塩原３丁目２３番１号 092-541-4936 ●

福岡市（南区）
独立行政法人　国立病院機構
九州がんセンター

811-1395 福岡市南区野多目３－１－１ 092-541-3231 ●

福岡市（南区） ひろ乳腺クリニック 815-0033 福岡県福岡市南区大橋1-9-16-6F 092-561-8255 ●

福岡市（南区） 福岡赤十字病院 815-8555 福岡市南区大楠３－１－１ 092-521-1211 ●

福岡市（西区） しぶた乳腺クリニック 819-0005 福岡県福岡市西区内浜1-1-5 092-836-9502 ●

福岡市（西区） 社会医療法人財団　白十字会　白十字病院 819-8511 福岡市西区石丸３－２－１ 092-891-2511 ●

福岡市（城南区） 福岡大学病院 814-0180 福岡市城南区七隈７－４５－１ 092-801-1011 ●

福岡市（早良区） 医療法人社団高邦会　　福岡山王病院 814-0001 福岡市早良区百道浜3-6-45 092-832-1100 ●

福岡市（早良区） 社会医療法人　大成会　福岡記念病院 814-8525 福岡市早良区西新１－１－３５ 092-821-4731 ●

福岡市（早良区） 福岡歯科大学医科歯科総合病院 814-0193 福岡市早良区田村２-１５－１ 092-801-0411 ●

筑紫 白水乳腺クリニック 816-0814 春日市春日３－６７ 092-588-1003 ●

筑紫 医療法人　徳洲会　福岡徳洲会病院 816-0864 春日市須玖北４-５ 092-573-6622 ●

筑紫
社会福祉法人　恩賜財団　済生会支部
福岡県済生会二日市病院

818-8516 筑紫野市湯町３－１３－１ 092-923-1551 ●

筑紫 医療法人仁清会　しんかいクリニック 816-0851 春日市昇町５－５－１ 092-584-0011 ●

筑紫 医療法人樹香会　たなか夏樹医院 816-0953 福岡県大野城市旭ケ丘2-1-20 092-596-4588 ●

糸島 医療法人　誠心会　井上病院 819-1104 糸島市大字波多江６９９－１ 092-322-3681 ●

糸島 医療法人社団　昭友会　たなかクリニック 819-1123 糸島市神在１３７８－３ 092-322-2031 ●

糸島 糸島医師会病院 819-1112 糸島市浦志532番地1 092-322-3631 ●

粕屋 社会保険　仲原病院 811-2233 糟屋郡志免町別府北二丁目１２番１号 092-621-2802 ●

粕屋 社会医療法人青洲会　福岡青洲会病院 811-2311 糟屋郡粕屋町長者原西４－１１－８ 092-939-0010 ●

粕屋 医療法人文正会　須恵外科胃腸科医院 811-2112 糟屋郡須惠町植木６０９－３ 092-936-2355 ●

粕屋
独立行政法人　国立病院機構
福岡東医療センター

811-3195 古賀市千鳥１丁目１番１号 092-943-2331 ●

粕屋 医療法人　井上会　篠栗病院 811-2413 糟屋郡篠栗町大字尾仲９４番地 092-947-0711 ●

宗像 宗像医師会病院 811-3431 宗像市田熊５－５－３ 0940-37-1188 ●

宗像
医療法人社団水光会
宗像水光会総合病院

811-3298 福津市日蒔野5丁目7番地の１ 0940-34-3111 ●

直方鞍手
独立行政法人地域医療機能推進機構
福岡ゆたか中央病院

822-0001 直方市大字感田５２３番地５ 0949-26-2311 ●

直方鞍手 医療法人　相生会　宮田病院 823-0003 宮若市本城１６３６番地 0949-32-3000 ●

田川 社会保険　田川病院 826-8585 田川市上本町１０番１８号 0947-44-0460 ●

飯塚 さい医院 820-0017 飯塚市菰田西２-１－２１ 0948-28-1401 ●

飯塚 飯塚病院 820-8505 飯塚市芳雄町３番８３号 0948-22-3800 ●
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飯塚 飯塚市立病院 820-0088 飯塚市弁分６３３－１ 0948-22-2980 ●

久留米市 社会医療法人　天神会　新古賀クリニック 830-0033 久留米市天神町１０６番地１ 0942-35-2485 ●

久留米市 久留米大学病院 830-0011 久留米市旭町６７ 0942-35-3311 ●

久留米市 社会医療法人雪の聖母会　　聖マリア病院 830-8543 久留米市津福本町４２２ 0942-35-3322 ●

久留米市 まさ乳腺クリニック 830-0039 久留米市花畑3-3-10 0942-46-1100 ●

久留米市
独立行政法人地域医療機能推進機構
久留米総合病院

830-0013 久留米市櫛原町２１番地 0942-33-1211 ●

久留米市 田山メディカルクリニック 830-0047 久留米市津福本町６０－３ 0942-34-0021 ●

大牟田 地方独立行政法人　大牟田市立病院 836-8567 大牟田市宝坂町２丁目１９番地１ 0944-53-1061 ●

大牟田 福岡県済生会　大牟田病院 837-0916 大牟田市大字田隈８１０ 0944-53-2488 ●

大牟田
医療法人　メディカルキューブ
平井外科産婦人科

836-0012 大牟田市明治町３－８－７ 0944-54-3228 ●

八女筑後 公立八女総合病院 834-0034 八女市高塚５４０番地２ 0943-23-4131 ●

八女筑後 医療法人　城戸医院 834-0055 八女市大字鵜池７ 0943-23-5303 ●

八女筑後 筑後市立病院 833-0041 筑後市大字和泉９１７－１ 0942-53-7511 ●

朝倉 朝倉医師会病院 838-0069 朝倉市来春４２２－１ 0946-23-0077 ●

小郡三井 医療法人社団シマダ　嶋田病院 838-0141 小郡市小郡２１７番地１ 0942-72-2236 ●

大川三潴 よこやま外科乳腺クリニック 830-0416 福岡県三潴郡大木町八町牟田481番地 0944-32-2291 ●

大川三潴 医療法人　福田病院 831-0005 大川市大字向島１７１７－３ 0944-87-5757 ●

大川三潴 医療法人社団高邦会　高木病院 831-0016 大川市酒見１４１－１１ 0944-87-0001 ●

柳川山門
一般財団法人医療・介護・教育研究財団
柳川病院

832-0077 柳川市筑紫町２９ 0944-72-6171 ●

浮羽 医療法人聖峰会　田主丸中央病院 839-1213 久留米市田主丸町益生田８９２ 0943-72-2460 ●
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