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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 社会医療法人財団池友会　新小文字病院 800-0057 北九州市門司区大里新町2-5　 093-391-1001 ●

北九州市門司区 柳井胃腸科内科医院 800-0025 北九州市門司区柳町２－８－２５ 093-391-2626 ●

北九州市門司区 九州鉄道記念病院 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） かたえ整形外科・リウマチ科 803-0844 福岡県北九州市小倉北区真鶴2-10-5 093-616-0559 ●

北九州市小倉（小倉北区） 医療法人　　すなつ松井クリニック 802-0014 北九州市小倉北区砂津２丁目１番３７号 093-551-1511 ●

北九州市小倉（小倉北区） かもめ医院 802-0032 福岡県北九州市小倉北区赤坂1-8-7 093-521-0500 ●

北九州市小倉（小倉北区） 医療法人　　平田整形外科医院 802-0077 北九州市小倉北区馬借２－１－２２ 093-511-2668 ●

北九州市小倉（小倉北区） 医療法人　肱岡整形外科医院 802-0062 北九州市小倉北区片野新町3-1-1-205 093-981-6582 ●

北九州市小倉（小倉北区） 医療法人社団　天翠会　畠山整形外科スポーツクリニック 803-0841 福岡県北九州市小倉北区清水3-6-16 093-562-8011 ●

北九州市小倉（小倉北区） わだ整形外科・内科クリニック 803-0861 北九州市小倉北区篠崎２－４５－１１ 093-562-8070 ●

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） 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（小倉北区） 医療法人　　古野整形外科麻酔科クリニック 802-0084 北九州市小倉北区香春口２－８－１６ 093-921-2317 ●

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） しらにた整形外科クリニック 802-0074 福岡県北九州市小倉北区白銀1丁目6-13 093-967-1121 ●

北九州市小倉（小倉北区） 医療法人　　和田整形外科クリニック 802-0002 北九州市小倉北区鍛治町1-5-10 093-551-3900 ●

北九州市小倉（小倉南区） さくら整形外科・内科・リハビリテーション科医院 800-0233 福岡県北九州市小倉南区朽網西1-17-13 093-472-8000 ●

北九州市小倉（小倉南区） 医療法人　さかい整形外科医院 800-0204 北九州市小倉南区中吉田６－２４－３３ 093-473-0800 ●

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 ●

北九州市小倉（小倉南区） 医療法人手島整形外科医院 802-0976 北九州市小倉南区南方3-1-27 093-964-6556 ●

北九州市小倉（小倉南区） （医）猪原整形外科医院 802-0981 福岡県北九州市小倉南区企救丘5－20ー3 093-965-2333 ●

北九州市小倉（小倉南区） 松原整形外科医院 800-0232 北九州市小倉南区朽網東２丁目１１番７号 093-475-6333 ●

北九州市小倉（小倉南区） くが整形外科医院 802-0821 北九州市小倉南区横代北町１丁目３－２９ 093-964-0003 ●

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） 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） 医療法人　永井整形外科外科医院 802-0821 北九州市小倉南区横代北町２－６－３４ 093-962-0151 ●

北九州市八幡（八幡東区） 医療法人　博悠会　わたなべクリニック 805-0050 北九州市八幡東区春の町３－１－６ 093-661-0070 ●

北九州市八幡（八幡東区） たなか整形外科 805-0048 福岡県北九州市八幡東区大蔵１丁目１４－２ 093-654-5656 ●

北九州市八幡（八幡東区） 古川ひでき整形外科医院 805-0067 北九州市八幡東区祇園１丁目７番５号 093-661-6611 ●

北九州市八幡（八幡東区） 胃腸科外科　森医院 805-0019 北九州市八幡東区中央２丁目２－６ 093-662-2126 ●

北九州市八幡（八幡東区） 森寺整形外科 805-0068 福岡県北九州市八幡東区桃園1-5-12 093-663-2233 ●

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） 医療法人　俊英会　有吉クリニック 806-0027 北九州市八幡西区菅原町５－１ 093-645-1310 ●

北九州市八幡（八幡西区） 医療法人　　浜田病院 806-0021 北九州市八幡西区黒崎３丁目８番７号 093-621-0198 ●

北九州市八幡（八幡西区） 千代クリニック 807-1112 北九州市八幡西区千代１－７－３ 093-614-5558 ●

北九州市八幡（八幡西区） 医療法人　桜クリニック 807-0842 北九州市八幡西区永犬丸東町３－１１－１１ 093-614-3939 ●

北九州市八幡（八幡西区） はしぐち整形外科医院 807-1112 北九州市八幡西区千代３－１－７ 093-613-1221 ●

北九州市八幡（八幡西区） 医療法人　　後藤外科胃腸科医院 807-0872 北九州市八幡西区浅川２丁目１５－２０ 093-692-5100 ●

北九州市八幡（八幡西区） おおた整形外科クリニック 807-0852 北九州市八幡西区永犬丸西町３－１６－１ 093-695-6226 ●

北九州市八幡（八幡西区） 医療法人　いさやま整形外科医院 807-0876 北九州市八幡西区浅川日の峯１ー２２ー２２ 093-692-6708 ●

北九州市八幡（八幡西区） 医療法人　前川整形外科医院 807-0871 北九州市八幡西区浅川学園台３－１０－８ 093-693-1112 ●

北九州市八幡（八幡西区） 医療法人　　神原クリニック 806-0026 北九州市八幡西区西神原町９－１９ 093-642-8088 ●

北九州市八幡（八幡西区） 青山整形外科医院 806-0049 北九州市八幡西区穴生２丁目８－１２ 093-642-1483 ●

北九州市八幡（八幡西区） 田中整形外科医院 807-1141 北九州市八幡西区楠橋上方１－１２－２ 093-617-0006 ●

北九州市八幡（八幡西区） 医療法人　片山整形外科医院 807-0803 福岡県北九州市八幡西区千代ケ崎3-13-36 093-601-1001 ●

北九州市八幡（八幡西区） 医療法人　石橋医院 807-1133 北九州市八幡西区馬場山緑１ー６ 093-618-5123 ●

北九州市八幡（八幡西区） 特定医療法人　東筑会　東筑病院 807-0856 北九州市八幡西区八枝１丁目７番２０号 093-603-0111 ●

北九州市戸畑区 医療法人　　日野内科医院 804-0031 北九州市戸畑区東大谷1-1-11 093-883-0001 ●

北九州市戸畑区 医療法人藤誠会　　後藤クリニック 804-0081 北九州市戸畑区千防１丁目1-20-101 093-883-1510 ●

北九州市戸畑区 医療法人　　安田整形外科医院 804-0081 北九州市戸畑区千防３－１１－２７ 093-871-2257 ●

北九州市戸畑区 戸畑総合病院 804-0025 北九州市戸畑区福柳木１－３－３３ 093-871-2760 ●

北九州市戸畑区 安藤整形外科医院 804-0013 北九州市戸畑区境川２丁目１６－１０ 093-871-5280 ●
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北九州市戸畑区 幸町外科医院 804-0081 北九州市戸畑区千防３－６－１９ 093-871-2518 ●

北九州市戸畑区 さいきクリニック 804-0064 北九州市戸畑区沖台１－７－１９ 093-883-0111 ●

北九州市戸畑区 医療法人健愛会　　下河辺医院 804-0041 北九州市戸畑区天籟寺１－３－５ 093-881-4410 ●

北九州市戸畑区 三原クリニック 804-0083 北九州市戸畑区旭町２－１４ 093-881-1261 ●

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 ●

北九州市若松区 医療法人　さいとう＆さめしまクリニック 808-0042 北九州市若松区棚田町１１－１３ 093-752-1345 ●

北九州市若松区 医療法人　優和会　こが医院 808-0005 北九州市若松区下原町４－１１ 093-751-6200 ●

北九州市若松区 大安部外科医院 808-0014 北九州市若松区栄盛川町４－１９ 093-751-3572 ●

北九州市若松区 医療法人　萩原クリニック 808-0145 福岡県北九州市若松区高須南2-1-5 093-741-2300 ●

北九州市若松区 医療法人翔壽会　　たなか整形外科医院 808-0144 北九州市若松区高須東４丁目２－４３ 093-741-5655 ●

北九州市若松区 医療法人今光会　今光ホームケアクリニック 808-0071 福岡県北九州市若松区今光1-9-10 093-791-2200 ●

北九州市若松区 医療法人　秀英会　新庄整形外科医院 808-0102 北九州市若松区東二島４－４－１ 093-791-7111 ●

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 医療法人　秋桜会　新中間病院 809-0018 中間市通谷１丁目３６番１号 093-245-5501 ●

遠賀中間 医療法人　健愛会　健愛記念病院 811-4313 遠賀郡遠賀町大字木守１１９１ 093-293-7090 ●

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 ●

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 医療法人入和會　　入江整形外科医院 807-0025 遠賀郡水巻町頃末南１－５－１２ 093-201-3320 ●

遠賀中間 石松整形外科医院 809-0034 中間市中間３－２－１ 093-245-0900 ●

遠賀中間 医療法人　柳整形外科医院 809-0030 中間市中央５－２－１０ 093-243-3380 ●

遠賀中間 浦野のりこ整形外科医院 807-0022 遠賀郡水巻町頃末北４丁目２－８ 093-201-1877 ●

京都 社会医療法人財団　池友会　新行橋病院 824-0026 行橋市道場寺1411 0930-24-8899 ●

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 ●

京都 村上整形外科医院 824-0001 福岡県行橋市行事7-23-38 0930-25-2541 ●

京都 医療法人　行橋整形外科 824-0035 福岡県行橋市東泉5-1-4 0930-26-8355 ●

京都 医療法人　村尾医院 800-0351 京都郡苅田町京町１－４－１ 093-434-0118 ●

豊前築上 医療法人　　八屋第一診療所 828-0021 豊前市大字八屋２５８１番地 0979-82-2502 ●

豊前築上 よしとみ整形外科リウマチ科クリニック 871-0821 築上郡吉富町幸子４７１－６ 0979-25-2225 ●

豊前築上 医療法人　　片山医院 829-0111 築上郡築上町大字安武１８３ 0930-52-0505 ●

福岡市（東区） 社会医療法人財団池友会　福岡和白総合健診クリニック 811-0213 福岡市東区和白丘２－１１－１７ 092-608-0138 ●

福岡市（東区） 香住ヶ丘うちだクリニック 813-0003 福岡市東区香住ヶ丘２－１５－１７ 092-661-1313 ●

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） 医療法人　　東野整形外科医院 813-0013 福岡市東区香椎駅前2丁目5-1 092-681-1018 ●

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（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） 八木病院 812-0054 福岡市東区馬出２－２１－２５ 092-651-0022 ●

福岡市（東区） 医療法人　輝栄会　福岡輝栄会病院 813-0044 福岡市東区千早4-14-40 092-681-3115 ●

福岡市（東区） 医療法人　三好医院 813-0036 福岡市東区若宮５丁目３－４５ 092-682-1547 ●

福岡市（博多区） 医療法人　　ながら医院 812-0007 福岡市博多区東比恵３－２０－１ 092-411-2358 ●

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） 友田病院 812-0894 福岡市博多区諸岡４－２８－２４ 092-591-8088 ●

福岡市（博多区） 医療法人誠仁会　　籠田医院 812-0873 福岡市博多区西春町１丁目２番１６号 092-501-7535 ●

福岡市（博多区） 医療法人　愛風会　さく病院 812-0895 福岡市博多区竹下４丁目６番２５号 092-471-1139 ●

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（博多区） 福嶋クリニック 812-0041 福岡市博多区吉塚１－１４－２３ 092-621-8866 ●

福岡市（博多区） 福岡市民病院 812-0046 福岡市博多区吉塚本町１３－１ 092-632-1111 ●

福岡市（博多区） 医療法人柏愛会　　林整形外科医院 812-0854 福岡市博多区東月隈4-1-20 092-503-2828 ●

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） 医療法人　赤坂田中整形外科 810-0042 福岡市中央区赤坂１－１０－２６ 092-771-7788 ●

福岡市（中央区） 秋本病院 810-0023 福岡市中央区警固１－８－３ 092-771-6361 ●

福岡市（中央区） 医療法人　明和会　スポーツ・栄養クリニック 810-0022 福岡市中央区薬院１丁目５－６　ハイヒルズビル１Ｆ 092-716-5550 ●

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） 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） 守永クリニック 810-0005 福岡県福岡市中央区清川3-13-6 0925224321 ●
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福岡市（中央区） 整形外科　浄水通りクリニック 810-0022 福岡市中央区薬院4-1-27-212 092-533-5331 ●

福岡市（南区） 医療法人　近藤整形クリニック 815-0071 福岡市南区平和１－６－５６ 092-524-7663 ●

福岡市（南区） 医療法人　　大石整形外科眼科クリニック 815-0082 福岡市南区大楠３－２５－１ 092-521-2250 ●

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（南区） 医療法人　浦門整形外科医院 815-0033 福岡市南区大橋１－１７－１３ 092-561-6451 ●

福岡市（南区） 徳永内科医院 811-1311 福岡市南区横手3-40-2 092-593-1600 ●

福岡市（南区） 竹本整形外科・眼科クリニック 812-1302 福岡市南区井尻3丁目13-14 092-582-8858 ●

福岡市（南区） 医療法人　原内科放射線科医院 811-1346 福岡市南区老司４－２－８ 092-567-7211 ●

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） 医療法人　　くがクリニック 815-0041 福岡市南区野間１丁目９－８ 092-541-2335 ●

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（西区） 医療法人財団華林会　　村上華林堂病院 819-8585 福岡市西区戸切２－１４－４５ 092-811-3331 ●

福岡市（西区） 医療法人　西福岡病院 819-8555 福岡市西区生の松原３丁目１８番８号 092-881-1331 ●

福岡市（西区） 早良病院 819-0002 福岡市西区姪の浜２丁目２番５０号 092-881-0536 ●

福岡市（西区） 手島クリニック 819-0025 福岡市西区石丸２－１６－１３ 092-885-3313 ●

福岡市（西区） 医療法人社団朝菊会　　昭和病院 819-0375 福岡市西区大字徳永字大町９１１－１ 092-807-8811 ●

福岡市（西区） 松本内科胃腸科 819-0006 福岡市西区姪浜駅南１－４－１ 092-892-4039 ●

福岡市（西区） 福岡豊栄会病院 819-0383 福岡市西区大字田尻２７０３－１ 092-807-3567 ●

福岡市（城南区） なかむら整形外科 814-0123 福岡県福岡市城南区長尾1-19-7 092-874-5111 ●

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（城南区） 志田整形外科リウマチ科 814-0151 福岡県福岡市城南区堤1-11-18 092-874-0770 ●

福岡市（城南区） 医療法人社団　江頭会　　さくら病院 814-0143 福岡市城南区南片江６－２－３２ 092-864-1212 ●

福岡市（城南区） 福岡鳥飼病院 814-0103 福岡市城南区鳥飼６－８－５ 092-831-6031 ●

福岡市（早良区） 社会医療法人　福西会　福西会病院 814-0171 福岡市早良区野芥１丁目２－３６ 092-861-2780 ●

福岡市（早良区） 吉村病院 814-0002 福岡市早良区西新３－１１－２７ 092-841-0835 ●

福岡市（早良区） 医療法人　石西整形外科医院 814-0175 福岡県福岡市早良区田村5-2-1 092-863-2122 ●

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 ●

福岡市（早良区） 医療法人　盛和会　神代医院 814-0021 福岡市早良区荒江２－１５－１０ 092-822-3533 ●

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） 医療法人　くわの整形外科クリニック 814-0022 福岡市早良区原３－７－７ 092-847-6000 ●

福岡市（早良区） 医療法人　原信会　原口病院循環器科内科 814-0032 福岡市早良区小田部６丁目１１の１５ 092-822-0112 ●

福岡市（早良区） 医療法人社団誠和会　牟田病院 814-0163 福岡市早良区干隈３－９－１ 092-865-2211 ●

筑紫 医療法人　西川整形外科医院 818-0104 太宰府市通古賀３－３－１８ 092-928-1313 ●

筑紫 医療法人　杉山整形外科医院 816-0952 大野城市下大利１－１－７－２０１ 092-501-3369 ●

筑紫 水ノ江医院 811-1211 福岡県那珂川市今光3-11 092-952-8648 ●

筑紫 目野内科クリニック 811-1203 那珂川市片縄北６－３－２０ 092-951-3377 ●

筑紫 医療法人　　和田整形外科医院 816-0853 春日市泉２－１４ 092-591-0511 ●

筑紫 城戸整形外科クリニック 816-0802 春日市春日原北町３丁目６３－１　ラフォーレ春日2階 092-513-5002 ●

筑紫 野北外科胃腸科医院 816-0844 春日市上白水１－１９ 092-591-1231 ●

筑紫 医療法人T.K　こが整形外科クリニック 818-0134 太宰府市大佐野２丁目８番７号 092-925-2929 ●

筑紫 青柳外科医院 818-0057 筑紫野市二日市南２－２－１０ 092-922-2770 ●

筑紫 医療法人健成会　　鹿子生整形外科医院 818-0125 太宰府市五条３－４－１４ 092-925-1222 ●

筑紫 医療法人　社団　扶洋会　秦病院 816-0931 大野城市筒井１－３－１ 092-501-1111 ●

筑紫 医療法人　　北城整形外科医院 818-0025 筑紫野市大字筑紫６１１－８ 092-926-3131 ●

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 成田整形外科医院 818-0061 筑紫野市紫４－６－２１ 092-922-1331 ●

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 こばやし整形外科 816-0842 福岡県春日市下白水25-1 092-589-1077 ●

筑紫 小西第一病院　春日クリニック 816-0872 福岡県春日市桜ケ丘２丁目15番 092-588-8060 ●

筑紫 医療法人　　金澤整形外科医院 816-0933 大野城市瑞穂町１丁目１番５号 092-572-7288 ●

筑紫 福岡大学筑紫病院 818-8502 筑紫野市俗明院１－１－１ 092-921-1011 ●

筑紫 かなえ整形外科 816-0911 大野城市大城２丁目１－３２ 092-583-3313 ●

筑紫 医療法人　平塚整形外科医院 816-0824 春日市小倉７－８ 092-581-7229 ●

筑紫 医療法人　　西嶋整形外科医院 818-0083 筑紫野市針摺中央２－１６－２７ 092-923-5211 ●

糸島 田中整形外科クリニック 819-1138 糸島市前原駅南２－２１－１８ 092-323-5800 ●
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糸島 糸島こどもとおとなのクリニック 819-1301 福岡県糸島市志摩井田原字新開63番1 092-327-0073 ●

糸島 医療法人順心会　　中村循環器科心臓外科医院 819-1104 糸島市波多江２６３番地１ 092-324-6000 ●

糸島 医療法人　恵真会　渡辺整形外科病院 819-1113 福岡県糸島市前原1811-1 092-323-0013 ●

糸島 医療法人　恵人会　あだち脳神経外科クリニック 819-1311 福岡県糸島市志摩津和崎60 092-327-8080 ●

粕屋 医療法人豊民会　新宮整形外科医院 811-0121 糟屋郡新宮町美咲３－１１－３ 092-962-2281 ●

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 片井整形外科内科病院 811-2302 糟屋郡粕屋町大隈１３２－１ 092-938-4860 ●

粕屋 医療法人　亀山整形外科医院 811-3101 古賀市天神１丁目２５－６ 092-944-2112 ●

粕屋 古川整形外科医院 811-2101 糟屋郡宇美町宇美５－３－１０ 092-932-0050 ●

粕屋 医療法人社団廣徳会　岡部病院 811-2122 糟屋郡宇美町明神坂１－２－１ 092-932-0025 ●

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 医療法人　太田整形外科 811-2113 福岡県糟屋郡須惠町須惠777-5 092-932-8877 ●

粕屋 じんばやし整形外科リウマチ医院 811-0101 糟屋郡新宮町原上1574-1 092-962-0200 ●

粕屋 医療法人Ｙ＆Ｋ　かい整形外科医院 811-3117 古賀市今の庄１－１０－２８ 092-943-2411 ●

粕屋 みやざき整形外科 811-3112 福岡県古賀市花見東5-1-32 092-410-1192 ●

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 ●

粕屋 医療法人社団正信会　　水戸病院 811-2298 糟屋郡須惠町大字旅石１１５番地４８３ 092-935-3755 ●

粕屋 医療法人ワイ・エム・エス　　八尋整形外科医院 811-2205 糟屋郡志免町大字別府１丁目１番６号 092-935-2600 ●

粕屋 医療法人　みやふさ整形外科クリニック 811-2244 糟屋郡志免町志免中央２－４－１ 092-957-3031 ●

粕屋 整形外科・形成外科　よしだクリニック 811-2304 糟屋郡粕屋町仲原2539-4 092-292-6860 ●

粕屋 社会医療法人　栄光会　栄光病院 811-2232 糟屋郡志免町別府西３－８－１５ 092-935-0147 ●

粕屋 中川整形外科クリニック 811-2101 糟屋郡宇美町宇美６丁目１番１号 092-933-6588 ●

粕屋 宏洲整形外科医院 811-2501 糟屋郡久山町久原３１３３番地１ 092-957-5151 ●

宗像 宮城病院 811-3209 福津市　日蒔野5丁目12番地の2 0940-43-7373 ●

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 ●

宗像 東郷外科医院 811-3431 宗像市田熊４－２－６ 0940-36-4146 ●

宗像 医療法人　林外科医院 811-4175 宗像市田久４－１５－１４ 0940-33-5577 ●

宗像 森都病院 811-4175 宗像市田久３－３－１ 0940-32-0111 ●

宗像 葉山クリニック 811-4171 福岡県宗像市葉山2-31-4 0940-39-3050 ●

宗像 渡辺クリニック 811-3221 福津市若木台１－１２－２ 0940-42-0046 ●

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

直方鞍手 社会保険　直方病院 822-0024 直方市須崎町１－１ 0949-22-1215 ●

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 古賀整形外科医院 822-0022 直方市知古１－１－１ 0949-22-0028 ●

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 ●

直方鞍手 医療法人志成会　　祷若宮医院 822-0152 宮若市沼口９６７－１ 0949-52-1777 ●

直方鞍手 医療法人　　菊地医院 820-1101 鞍手郡小竹町御徳１９７２－２ 0949-62-1861 ●

直方鞍手 医療法人　宮若整形外科医院 823-0001 宮若市龍徳１１０６－１７ 0949-32-1833 ●

直方鞍手 地方独立行政法人　くらて病院 807-1312 鞍手郡鞍手町大字中山2425番地9 0949-42-1231 ●

田川 田川市立病院 825-8567 田川市大字糒１７００番地２ 0947-44-2100 ●

田川 佐柳医院 822-1405 田川郡香春町中津原５０７－３ 0947-32-2557 ●

田川 たくまクリニック 822-1201 田川郡福智町金田１８５８－１０ 0947-22-7770 ●

田川 医療法人　佐々木整形外科医院 826-0022 田川市本町９－２７ 0947-42-1235 ●

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 ●

田川 秋吉整形外科医院 826-0026 田川市春日町２－４ 0947-44-0032 ●

田川 医療法人　田中整形外科医院 827-0002 田川郡川崎町大字池尻３２９－８ 0947-42-2776 ●

田川 松本病院 827-0003 田川郡川崎町大字川崎１６８１番地の１ 0947-73-2138 ●

田川 医療法人日高医院 827-0004 福岡県田川郡川崎町田原552-3 0947-73-2500 ●

飯塚 医療法人　越智外科胃腸科医院 820-0011 飯塚市柏の森６１８番地 0948-22-9081 ●

飯塚 福岡県済生会　飯塚嘉穂病院 820-0076 飯塚市太郎丸２６５ 0948-22-3740 ●

飯塚 飯塚市立病院 820-0088 飯塚市弁分６３３－１ 0948-22-2980 ●

飯塚 飯塚病院 820-8505 飯塚市芳雄町３番８３号 0948-22-3800 ●

飯塚 医療法人　　西原内科消化器科クリニック 820-0004 飯塚市新立岩４－１０ 0948-25-0070 ●

飯塚 医）楽生会　松口循環器科内科医院 820-0074 飯塚市楽市１３１－１ 0948-26-0800 ●

飯塚 嘉麻赤十字病院 821-0012 嘉麻市上山田１２３７ 0948-52-0861 ●
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飯塚 大村内科医院 820-0607 嘉穂郡桂川町土師２３６１－８ 0948-65-0016 ●

久留米市 医療法人　　おだ内科医院 830-0038 久留米市西町１５３－２３ 0942-32-4986 ●

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 社会医療法人社団　高野会　くるめ病院 839-0865 久留米市新合川２丁目２－１８ 0942-43-5757 ●

久留米市 医療法人　　にしごおり医院 839-0824 久留米市善導寺町飯田１４０９－１ 0942-47-0777 ●

久留米市 高良台リハビリテーション病院 830-0054 久留米市藤光町９６５番地の２ 0942-51-3838 ●

久留米市 岡部医院 830-0063 久留米市荒木町荒木１３１８ 0942-27-0185 ●

久留米市 まつもと整形外科 830-0072 久留米市安武町安武本3077-13 0942-27-0755 ●

久留米市 医療法人惠清会　　　岡田医院 830-0062 久留米市荒木町白口１７６６－１１ 0942-27-3311 ●

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 矢野整形外科医院 830-0059 福岡県久留米市江戸屋敷１－１－１０ 0942-33-1611 ●

久留米市 ツジ胃腸内科医院 839-0863 久留米市国分町１１６３－１ 0942-21-1582 ●

久留米市 なご整形外科 839-0832 久留米市大橋町合楽５３４－１ 0942-47-1351 ●

久留米市 整形外科・外科　おかむら医院 830-0052 福岡県久留米市上津町2489 0942-22-0955 ●

久留米市 医療法人　　楠病院 830-0017 久留米市日吉町１１５ 0942-35-2725 ●

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 医療法人　宮﨑クリニック 830-0051 久留米市南２－１－９ 0942-21-9431 ●

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 ●

久留米市 社会医療法人　天神会　古賀病院２１ 839-0801 久留米市宮ノ陣３－３－８ 0942-38-3333 ●

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 浅倉整形外科医院 830-0045 久留米市小頭町２－１２ 0942-34-0150 ●

久留米市 竹田津医院 839-0863 福岡県久留米市国分町744-3 0942-21-3720 ●

久留米市 学校法人　久留米大学医療センター 839-0863 久留米市国分町１５５－１ 0942-22-6111 ●

久留米市 医療法人　　日高整形外科病院 830-0053 福岡県久留米市藤山町１６４４－５ 0942-22-5700 ●

久留米市 医療法人瑞光会　きたがわ整形クリニック 839-0861 久留米市合川町３２３－１ 0942-45-0945 ●

大牟田 堀整形外科麻酔科クリニック 836-0012 大牟田市明治町２－１８－１ 0944-52-8065 ●

大牟田 藤本整形外科医院 836-0805 大牟田市通町１丁目８－２ 0944-52-7202 ●

大牟田 中友診療所 836-0032 大牟田市新地町６－１ 0944-53-5009 ●

大牟田 医療法人　悠久会　大牟田共立病院 836-0012 大牟田市明治町３－７－５ 0944-53-5461 ●

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 ●

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 医療法人恒生堂　　永田整形外科病院 836-0843 福岡県大牟田市不知火町一丁目６番３ 0944-53-3879 ●

大牟田 社会保険　大牟田天領病院 836-8566 大牟田市天領町１－１００ 0944-54-8482 ●

大牟田 大牟田中央病院 837-0924 大牟田市歴木1841番地 0944-53-5111 ●

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　　大津胃腸科肛門科クリニック 836-0075 大牟田市南船津町１丁目１２番地１２ 0944-56-0292 ●

大牟田 医療法人　江の浦医院 839-0212 みやま市高田町江浦町526 0944-22-5050 ●

大牟田 医療法人弘恵会　ヨコクラ病院 839-0295 みやま市高田町濃施４８０－２ 0944-22-5811 ●

大牟田 米の山病院 837-0924 大牟田市大字歴木４－１０ 0944-51-3311 ●

大牟田 早川内科医院 836-0046 大牟田市本町４－１０－１１ 0944-54-6600 ●

大牟田 ありあけクリニック 836-0073 大牟田市船津町４４０－３ 0944-52-5245 ●

八女筑後 大内医院 834-0042 八女市酒井田２７９－４ 0943-24-1398 ●

八女筑後 姫野病院 834-0115 八女郡広川町新代２３１６ 0943-32-3611 ●

八女筑後 医療法人　伊藤医院 833-0012 福岡県筑後市溝口1263 0942-53-3531 ●

八女筑後 あさかわ整形外科クリニック 833-0031 筑後市山ノ井２１８－１ 0942-51-7339 ●

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 ひらき医院 833-0033 筑後市大字上北島１１５３－３ 0942-54-2220 ●

八女筑後 医療法人　加藤田整形外科 833-0055 福岡県筑後市大字熊野1539-9 0942-53-6811 ●

八女筑後 なかの内科・消化器科医院 833-0031 筑後市山ノ井９７５ 0942-53-5668 ●

八女筑後 馬田医院 833-0031 筑後市大字山の井３３０ 0942-53-2563 ●

朝倉 医療法人社団俊聖会　　甘木中央病院 838-0068 朝倉市甘木６６７ 0946-22-5550 ●

朝倉 医療法人　藤井整形外科内科医院 838-0228 朝倉郡筑前町二１３６－１ 092-926-1417 ●

朝倉 古賀内科・呼吸器内科クリニック 838-1302 朝倉市宮野1880－8 0946-52-3011 ●

朝倉 医療法人　　甘木第一クリニック 838-0064 朝倉市頓田５９６－３ 0946-24-5151 ●

朝倉 医療法人　中村クリニック 838-0214 朝倉郡筑前町東小田1531-1 0946-42-1801 ●
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小郡三井 社会医療法人　シマダ　嶋田病院 838-0141 小郡市小郡２１７番地１ 0942-72-2236 ●

小郡三井 松尾医院 838-0143 小郡市小板井２７９ 0942-72-2011 ●

小郡三井 新古賀リハビリテーション病院みらい 838-0113 小郡市山隈字弥八郎２７３－１１ 0942-73-0011 ●

小郡三井 医療法人　　浜崎外科整形外科医院 838-0126 小郡市二森２３５の１ 0942-73-1606 ●

小郡三井 医療法人せいわ会　　聖和記念病院 838-0102 小郡市津古字半女寺１４７０－１ 0942-75-1230 ●

小郡三井 神代病院 830-1101 久留米市北野町中川900-1 0942-78-3177 ●

大川三潴 医療法人　白壽会　安本病院 830-0112 久留米市三潴町玉満２３７１ 0942-64-2032 ●

大川三潴 国武医院 830-0403 三潴郡大木町大角１８６－１ 0944-32-1105 ●

大川三潴 松本医院 830-0423 三潴郡大木町大字大薮１０３７ 0944-32-1225 ●

大川三潴 医療法人　髙宮クリニック 831-0034 大川市一木５７１ 0944-86-2812 ●

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 ●

大川三潴 医療法人　白髭会　足達消化器科整形外科医院 831-0004 大川市大字榎津３３２の２ 0944-88-2688 ●

柳川山門 星子ひさし整形外科 832-0816 柳川市三橋町久末632-2 0944-74-5566 ●

柳川山門 医療法人柳川滋恵会　　甲斐田医院 832-0081 柳川市西浜武１０７３－１ 0944-72-3435 ●

柳川山門 医療法人　　津留医院 839-0242 柳川市大和町豊原１３０－９ 0944-74-5099 ●

柳川山門 医療法人　　森田整形外科医院 832-0824 柳川市三橋町藤吉４７５－５ 0944-72-5679 ●

柳川山門 医療法人　清和会　長田病院 832-0059 柳川市下宮永町５２３－１ 0944-72-3501 ●

柳川山門 整形外科・皮膚科　柳川ツジ医院 832-0806 柳川市三橋町柳河８６７－３ 0944-72-1122 ●

柳川山門 くろだ整形クリニック 832-0053 柳川市大浜町２８７－１ 0944-72-1111 ●

柳川山門 医療法人　　星子医院 832-0822 柳川市三橋町下百町201-6 0944-72-0123 ●

柳川山門 医療法人　前原整形外科・リハビリクリニック 835-0024 みやま市瀬高町大字下庄５９０番地 0944-63-2040 ●

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 ●

浮羽 医療法人　宮﨑整形外科 839-1204 久留米市田主丸町殖木字延命240-1 0943-72-1000 ●

浮羽 医療法人　浮羽クリニック 839-1403 うきは市浮羽町東隈上３４２－９ 0943-77-7111 ●

浮羽 鳥越胃腸科外科医院 839-1321 福岡県うきは市吉井町９１１－１ 0943-75-4185 ●

浮羽 緒方クリニック 839-1221 久留米市田主丸町上原６０ 0943-72-1771 ●
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