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北九州市門司区 末永産婦人科麻酔科医院 801-0852 北九州市門司区港町６－１５ 093-321-2453 ●

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） 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（小倉南区） 医療法人　　熊谷医院 800-0253 北九州市小倉南区葛原本町３－５－７ 093-471-7077 ●

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 ●

北九州市八幡（八幡東区） 医療法人博友会　　本田クリニック 805-0015 北九州市八幡東区荒生田３丁目３－２８ 093-651-2274 ●

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（八幡西区） 井上産婦人科クリニック 806-0021 北九州市八幡西区黒崎１－３－４ 093-621-5608 ●

北九州市八幡（八幡西区） 田中産婦人科医院 807-0825 北九州市八幡西区折尾４丁目２９－１５ 093-691-0519 ●

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 ●

北九州市八幡（八幡西区） 川越産婦人科クリニック 806-0055 北九州市八幡西区幸神４丁目２番３５号 093-631-2753 ●

北九州市八幡（八幡西区） セントマザー産婦人科医院 807-0825 北九州市八幡西区折尾４－９－１２ 093-601-2000 ●

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 ●

北九州市若松区 産業医科大学若松病院 808-0024 北九州市若松区浜町1-17-1 093-761-0090 ●

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 しょうこ・女性クリニック 811-4233 遠賀郡岡垣町野間2-16-6 093-281-2727 ●

遠賀中間 医療法人　桑原産婦人科医院 809-0034 中間市中間３－５－５ 093-245-0052 ●

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 ●

豊前築上 宮部病院 829-0311 築上郡築上町大字湊336 0930-56-0038 ●

福岡市（東区） 医療法人　青葉レディースクリニック 813-0036 福岡県福岡市東区若宮5-18-21 092-663-8103 ●

福岡市（東区） うえひらウィメンズクリニック 812-0053 福岡市東区箱崎１－５－８ 092-206-1255 ●

福岡市（東区） 真田産婦人科麻酔科クリニック 813-0044 福岡市東区千早６－６－１６ 092-681-0175 ●

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） 医療法人社団わかば会　そらレディースクリニック 811-0213 福岡市東区和白丘2-2-45 092-605-3511 ●

福岡市（東区） 古賀医院 812-0053 福岡市東区箱崎１丁目２０－１８ 092-651-0225 ●

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） 森田レディスクリニック 812-0894 福岡県福岡市博多区諸岡１丁目23-19 092-588-7611 ●

福岡市（博多区） 医療法人　親愛　ステーションクリニック 812-0012 福岡市博多区博多駅中央街１－１ 092-441-5446 ●

福岡市（博多区） 産婦人科まつやまクリニック 812-0025 福岡市博多区店屋町４－１６ 092-282-6622 ●

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（中央区） 医療法人さのウィメンズクリニック 810-0062 福岡市中央区荒戸１－１－６福岡大濠ビル２Ｆ 092-739-1717 ●

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） 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） 医療法人　　いつきウィメンズクリニック 810-0001 福岡市中央区天神２丁目３－２　天神アイエスビル５階 092-738-3033 ●

福岡市（中央区） ウィメンズKMクリニック 810-0001 福岡市中央区天神１－１４－４－７０５ 092-717-2366 ●

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） 荘田レディースクリニック 810-0001 福岡市中央区天神1-15-6 092-732-0018 ●

福岡市（中央区） 森レディースクリニック 810-0011 福岡市中央区高砂１－４－３ 092-521-5868 ●

福岡市（南区） 医療法人渋谷レディーズクリニック 815-0082 福岡市南区大楠3-18-18 092-521-6674 ●

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） 産婦人科・麻酔科東原クリニック 815-0041 福岡市南区野間３－２２－３４ 092-554-8111 ●

福岡市（南区） 医療法人紫雲会　　桃崎レディースクリニック 815-0032 福岡市南区塩原３－１７－５　パストラルミキ2F 092-557-2111 ●

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） 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） 田中産婦人科クリニック 811-1361 福岡市南区西長住２丁目２６－３９ 092-541-5454 ●

福岡市（西区） 池田功産婦人科医院 819-0043 福岡市西区野方１－２－２５ 092-811-7778 ●

福岡市（西区） 医療法人長野醫院　　長野産婦人科クリニック 819-0375 福岡市西区大字徳永字野入１０５５ 092-807-2022 ●
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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） 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） 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） 高取レディスクリニック 814-0011 福岡県福岡市早良区高取1-3-20-203 092-833-2390 ●

福岡市（早良区） 藤吉レディースクリニック 814-0012 福岡県福岡市早良区原7丁目14-35トニーコート弐番館1-A 092-874-7711 ●

筑紫 医療法人　　西尾産婦人科医院 818-0061 筑紫野市紫４－１－１０ 092-928-1103 ●

筑紫 医療法人エンジェル会　　永川産婦人科医院 818-0061 筑紫野市大字紫１－２５－５ 092-922-3164 ●

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 吉川レディースクリニック 818-0056 筑紫野市二日市北２－２－１　イオン二日市店３階 092-918-8522 ●

筑紫 医療法人　　城野産婦人科クリニック 816-0852 福岡県春日市一の谷２丁目８番地１ 092-584-1103 ●

筑紫 医療法人天信会　あまがせ産婦人科 816-0941 大野城市東大利１丁目１４番６号 092-572-5503 ●

筑紫 女性クリニックみのり 811-1213 福岡県那珂川市中原3-127-2階E1 092-555-3663 ●

粕屋 婦人科永田おさむクリニック 811-2317 糟屋郡粕屋町長者原東3-8-2 092-938-2209 ●

粕屋 産科・婦人科　杉原レディースクリニック 811-2202 糟屋郡志免町志免２丁目３－４１ 092-936-6006 ●

粕屋 医療法人養真堂　　産婦人科筑紫クリニック 811-2244 糟屋郡志免町志免中央３－１－３０ 092-936-3939 ●

粕屋 産科･婦人科　愛和病院 811-3101 古賀市天神５－９－１ 092-943-3288 ●

粕屋 藤産婦人科医院 811-2405 糟屋郡篠栗町篠栗４８６８－７ 092-947-0358 ●

宗像 医療法人　宗像セントラルクリニック 811-3416 宗像市宮田２－１１－１０ 0940-35-7800 ●

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 石田レディースクリニック 811-3211 福岡県福津市有弥の里2-10-17 0940-35-8080 ●

宗像 ありよしレディースクリニック 811-3434 宗像市村山田堤１７１－３ 0940-37-1633 ●

宗像 あさの葉レディースクリニック 811-4184 宗像市くりえいと２－３－４５ 0940-35-4103 ●

直方鞍手 医療法人　　有馬産婦人科医院 822-0025 直方市日吉町９－２ 0949-22-0833 ●

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 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 医療法人　中山産婦人科医院 824-0601 田川郡添田町大字庄８９３－１ 0947-82-0393 ●

飯塚 医療法人　　田中クリニック 820-0042 飯塚市本町１７－１２ 0948-22-3280 ●

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

飯塚 有松病院 820-0206 嘉麻市鴨生８２４ 0948-42-1108 ●

飯塚 医療法人　　松岡産婦人科医院 820-0041 飯塚市飯塚１０－１０ 0948-24-7963 ●

飯塚 医療法人　産婦人科・麻酔科すどうクリニック 820-0017 飯塚市菰田西１丁目４番２２号 0948-22-2347 ●

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 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 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 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 まえだ婦人科クリニック 830-0637 久留米市諏訪野町1943-4 0942-36-6200 ●

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 ●

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

八女筑後 小林レディースクリニック 833-0027 筑後市水田９９１－１ 0942-53-0012 ●

小郡三井 松隈産婦人科クリニック 838-0141 小郡市小郡１５０４－８ 0942-73-3511 ●

大川三潴 産科婦人科　　大橋医院 831-0035 大川市大字津２６－１ 0944-87-9868 ●

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 産科・婦人科　　みたむらクリニック 832-0058 柳川市上宮永町８３－１ 0944-74-2020 ●

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 ●

柳川山門 医療法人　回生会　立花レディースクリニック 832-0824 柳川市三橋町藤吉530-11 0944-73-2012 ●

柳川山門 産科・婦人科　　あらきクリニック 835-0022 みやま市瀬高町下庄初瀬町１９７７－４０ 0944-63-3369 ●

浮羽 医療法人　深川レディスクリニック 839-1233 久留米市田主丸町田主丸１-２８ 0943-72-1122 ●
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