
  2021・2022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)            

※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。                                                      

 2021年5月28日更新 

医師会名 医療機関名 郵便番号 住所 電話番号
前立腺がん

（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 医療法人　　岡本クリニック 800-0037 北九州市門司区原町別院１２－１９ 093-381-6804 ●

北九州市門司区 後藤皮膚科泌尿器科医院 800-0025 北九州市門司区柳町二丁目６－８ 093-381-1898 ●

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） 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　かわい泌尿器科クリニック 802-0077 北九州市小倉北区馬借３－３－３４ 093-551-9900 ●

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　　泌尿器科いとうクリニック 800-0206 北九州市小倉南区葛原東３－１４－７ 093-474-4919 ●

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 せぐち泌尿器科皮ふ科クリニック 804-0023 北九州市戸畑区東鞘ケ谷町２－１９ 093-873-8580 ●

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 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 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 ●

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 ●

豊前築上 みぞぐち泌尿器科クリニック 828-0025 豊前市大字恒富４０－１ 0979-84-0840 ●

豊前築上 医療法人　　梶原内科泌尿器科クリニック 828-0011 豊前市大字四郎丸１２９８－１ 0979-82-2456 ●

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） 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） 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（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（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） 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） 医療法人ビジョナリー　さぎやま泌尿器クリニック 810-0001 福岡市中央区天神１－３－３８　天神１２１ビル３Ｆ 092-720-3077 ●

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） 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） 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（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（城南区） 医療法人　　西南泌尿器科クリニック 814-0104 福岡県福岡市城南区別府３－１－６ 092-852-2131 ●

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） 医療法人　　浦クリニック 814-0175 福岡市早良区田村４－２９－６ 092-874-3030 ●

福岡市（早良区） 医療法人　啓林堂クリニック 814-0022 福岡市早良区原８－２－２６ 092-873-7877 ●

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 ●

筑紫 すやま泌尿器科クリニック 816-0943 大野城市白木原4-8-1　 092-591-3306 ●

筑紫 医療法人社団　邦生会　高山病院 818-0083 筑紫野市針摺中央２－１１－１０ 092-921-4511 ●

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 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 医療法人春成会　　樋口病院 816-0833 春日市紅葉ヶ丘東１－８６ 092-572-0343 ●

糸島 古賀医院 819-1102 福岡県糸島市高田1-9-32 092-323-6321 ●

粕屋 医療法人　豊資会　加野病院 811-0120 糟屋郡新宮町中央駅前1-2-1 092-962-2111 ●

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 たなか泌尿器科 811-3216 福津市花見が浜１－４－３ 0940-42-5307 ●

直方鞍手 おおにし腎泌尿器科医院 822-0001 直方市感田2645-1 0949-28-8355 ●

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 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 医療法人　　百武医院 825-0001 田川市大字伊加利２１９５－２６ 0947-42-9100 ●
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  2021・2022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)            

※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。                                                      

 2021年5月28日更新 

医師会名 医療機関名 郵便番号 住所 電話番号
前立腺がん

（精密）

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 藤井泌尿器科医院 820-0041 福岡県飯塚市飯塚8-20 0948-21-5550 ●

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

飯塚 医）想医会　泌尿器科Ｃ．Ｕ．クリニック 820-0040 飯塚市川津４０５－１ 0948-23-1249 ●

久留米市 医療法人　　吉武泌尿器科医院 839-0862 久留米市野中町８６６－１６ 0942-31-0011 ●

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 薬師寺泌尿器科クリニック 839-0863 久留米市国分町１５３８－３０ 0942-22-0310 ●

久留米市 医療法人　植田泌尿器科医院 830-0016 久留米市通東町７－１７ 0942-30-3161 ●

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　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 なかなみ泌尿器科 830-0027 福岡県久留米市長門石３丁目６番２８号 0942-36-2080 ●

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　飯田クリニック 836-0845 大牟田市　正山町　29 0944-53-4871 ●

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

八女筑後 医療法人　古賀泌尿器クリニック 834-0023 八女市馬場74-2 0943-24-3121 ●

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　中村クリニック 833-0032 筑後市大字野町６６５の１ 0942-52-7311 ●

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 医療法人社団医王会　　朝倉健生病院 838-0068 朝倉市甘木１５１－４ 0946-22-5511 ●

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　山下泌尿器科医院 838-0141 小郡市小郡１５９０－６ 0942-73-5301 ●

大川三潴 医療法人　司有会　宮原泌尿器科クリニック 830-0416 福岡県三潴郡大木町八町牟田983番 0944-33-2424 ●

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 医療法人　MIRIZE　中川ごうクリニック 832-0804 福岡県柳川市三橋町木元368-5 0944-75-1105 ●

浮羽 医療法人　境泌尿器科皮膚科医院 839-1321 うきは市吉井町６０９－２ 0943-75-2411 ●

2


