
福岡県医師会認定総合医（新かかりつけ医）制度
平成28年度認定者一覧

所属医師会名 姓 名 医療機関名 郵便番号 住所 電話番号
門司区 赤坂 聡一郎  独立行政法人労働者健康福祉機構九州労災病院門司メディカルセンター 801-0853 北九州市門司区東港町3-1 093-331-3461
門司区 蜂須賀 研二  独立行政法人労働者健康福祉機構九州労災病院門司メディカルセンター 801-0853 北九州市門司区東港町3-1 093-331-3461
小倉 井上 幸雄  医療法人いのうえレディースクリニック 800-0207 北九州市小倉南区沼緑町1-19-12 093-474-1103
小倉 佐伯 友久  医療法人佐伯医院 802-0023 北九州市小倉北区下富野3-11-1 093-521-6796
小倉 佐伯 深雪  医療法人佐伯医院 802-0023 北九州市小倉北区下富野3-11-1 093-521-6796
小倉 高野 健太郎  医療法人ひびき会高野内科クリニック 803-0844 北九州市小倉北区真鶴2-8-23 093-651-3358
小倉 手島 鍛  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
小倉 林 良子  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
小倉 増田 雄一  医療法人増田クリニック 802-0051 北九州市小倉北区黒原3-15-2 093-932-2666
小倉 村田 宏爾  医療法人村田クリニック 802-0075 北九州市小倉北区昭和町13-23 093-941-0606
小倉 網戸 英二  医療法人あみと小児科医院 802-0972 北九州市小倉南区守恒2-1-37 093-962-7711
小倉 大久保 明  大久保内科胃腸科 802-0053 北九州市小倉北区高坊1-10-16 093-931-1618
小倉 松井 豊  医療法人社団天翠会松井病院 802-0071 北九州市小倉北区黄金2-9-14 093-941-4550
小倉 渡邊 泰夫  医療法人渡辺内科医院 803-0836 北九州市小倉北区中井4-4-21 093-581-1340
小倉 伊藤　 淳一  医療法人伊藤クリニック 802-0077 北九州市小倉北区馬借1-6-17-201 093-521-0318
小倉 奥　 雄一朗  医療法人奥医院 800-0257 北九州市小倉南区湯川1-4-6 093-931-6611
小倉 岸本　 正道  岸本内科クリニック 803-0862 北九州市小倉北区今町1-1-16 093-582-5900
小倉 原田　 嘉和  医療法人嘉武医院 802-0815 北九州市小倉南区南若園町7-23 093-962-1288
小倉 坂口　 祐助  坂口こどもクリニック 802-0051 北九州市小倉北区黒原3-20-6 093-951-1315
小倉 松永 浩明  松永胃腸内科外科医院 802-0044 北九州市小倉北区熊本1-9-10 093-951-1135
小倉 田辺　 健一  医療法人田辺内科精神科医院 803-0833 北九州市小倉北区朝日ヶ丘3-10 093-592-3852
小倉 堂園　 孝史  堂園クリニック 802-0816 北九州市小倉南区若園1-17-36 093-921-3817
小倉 白仁田　 厚  しらにた整形外科クリニック 802-0074 北九州市小倉北区白銀1-6-13 093-967-1121
小倉 林田　 信彦  林田病院 802-0038 北九州市小倉北区神幸町2-33 093-551-2481
八幡 魚住 友彦  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
八幡 岡本 右滋  社会福祉法人恩賜財団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5-9-27 093-662-5211
八幡 川上 昌男  医療法人川上産婦人科医院 805-0019 北九州市八幡東区中央2-10-3 093-671-1284
八幡 黒田 真臣  医療法人黒田クリニック 807-0074 北九州市八幡西区町上津役西3-2-14 093-611-5225
八幡 是此田 康  医療法人是此田内科医院 807-0821 北九州市八幡西区陣原4-9-16 093-691-0416
八幡 齊藤 雅  医療法人社団翠会八幡厚生病院 807-0846 北九州市八幡西区里中3-12-12 093-691-3344
八幡 松尾 賢三  医療法人ひがしだクリニック 805-0071 北九州市八幡東区東田1-6-2 093-671-2311
八幡 三宅 巧  医療法人みやけクリニック 806-0012 北九州市八幡西区陣山2-10-20 093-681-3233
八幡 安永 親生  社会福祉法人恩賜財団福岡県済生会八幡総合病院 805-8527 北九州市八幡東区春の町5-9-27 093-662-5211
八幡 芥川　 隆　  医療法人隆幸会河内病院 805-0046 北九州市八幡東区田代町20-1 093-651-6737
八幡 佐藤　 隆司  医療法人津森医院 805-0069 北九州市八幡東区前田2-16-2 093-671-3649
八幡 三浦　 良史  医療法人三浦整形外科内科クリニック 807-0083 北九州市八幡西区大平2-7-3 093-611-5551
八幡 石西　 滋  石西整形外科医院 806-0028 北九州市八幡西区熊手3-4-6 093-642-2319
八幡 倉島　 雅子  さとうレディスクリニック 806-0047 北九州市八幡西区鷹の巣1-11-5 093-631-3543
八幡 属　 佑二  医療法人朔夏会さっか眼科医院 806-0049 北九州市八幡西区穴生1-17-21 093-642-6161
八幡 太﨑　 博美  北九州市立八幡病院 805-8534 北九州市八幡東区西本町4-18-1 093-662-6565
八幡 中野　 寛行  中野内科クリニック 805-0050 北九州市八幡東区春の町1-6-20 093-661-6100
八幡 長谷川　 博文  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 805-8527 北九州市八幡東区春の町5-9-27 093-662-5211
八幡 田中　 潔  医療法人田中内科医院 806-0044 北九州市八幡西区相生町10-7 093-631-3122
八幡 麻生　 恒樹  医療法人敬人会麻生医院 805-0048 北九州市八幡東区大蔵2-14-8 093-651-5182
八幡 末次　 啓子  医療法人末次医院 807-0075 北九州市八幡西区下上津役4-22-27 093-613-7755

戸畑区 久保 晋吾  社会医療法人共愛会戸畑共立病院 804-0093 北九州市戸畑区沢見2-5-1 093-871-5421
戸畑区 田原 尚直  社会医療法人共愛会戸畑共立病院 804-0093 北九州市戸畑区沢見2-5-1 093-871-5421
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戸畑区 三原 一力  三原クリニック 804-0083 北九州市戸畑区旭町2-14 093-881-1261
戸畑区 長島 加代子  社会医療法人共愛会戸畑共立病院 804-0093 北九州市戸畑区沢見2-5-1 093-871-5421
戸畑区 永尾 保  社会医療法人共愛会戸畑共立病院 804-0093 北九州市戸畑区沢見2-5-1 093-871-5421
戸畑区 佐伯　 修治  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
戸畑区 島　 一郎  社会医療法人共愛会戸畑共立病院 804-0093 北九州市戸畑区沢見2-5-1 093-871-5421
若松区 皇甫 浩三  医療法人寿芳会芳野病院 808-0034 北九州市若松区本町2-15-6 093-751-2606
若松区 白石 正憲  医療法人白石皮ふ科医院 808-0103 北九州市若松区二島5-1-42 093-772-5012
若松区 三好 恵  医療法人福筑会三好内科・循環器内科クリニック 808-0131 北九州市若松区塩屋2-1-7 093-742-1200

産業医科大学 織田 進  福岡産業保健総合支援センター 812-0016 福岡市博多区博多駅南2-9-30福岡県メディカルセンタービル１階 092-414-5264
産業医科大学 田中 良哉  学校法人産業医科大学産業医科大学 807-8555 北九州市八幡西区医生ヶ丘1-1 093-603-1611
産業医科大学 堀江 正知  学校法人産業医科大学産業医科大学 807-8555 北九州市八幡西区医生ヶ丘1-1 093-603-1611

遠賀中間 奥園 眞一  医療法人正周会水巻共立病院 807-0046 遠賀郡水巻町吉田西4-2-1 093-201-1394
遠賀中間 五島 寛  浅木病院 811-4312 遠賀郡遠賀町浅木2-30-1 093-293-7211
遠賀中間 野口 圭明  医療法人成晴会高倉クリニック 811-4235 遠賀郡岡垣町公園通り1-7-1 093-282-0081
遠賀中間 吉田 哲郎  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1725-2 093-281-2810
遠賀中間 溝口　 義人  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 竹之山　 利夫  一般社団法人遠賀中間医師会おかがき病院 811-4204 遠賀郡岡垣町大字手野145 093-282-0181

京都 古賀 裕之  こが医院 824-0231 京都郡みやこ町犀川本庄568-1 0930-42-0061
京都 田尻　 正博  たじり整形外科・胃腸科医院 800-0361 京都郡苅田町神田町3-3-25 093-436-0138
京都 矢津　 剛  医療法人矢津内科消化器科クリニック 824-0001 行橋市行事7-19-6 0930-22-2524

豊前築上 安部　 郁彦  医療法人松喬会椎田クリニック 829-0311 築上郡築上町大字湊185-1 0930-56-0030
豊前築上 溝口　 裕昭  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
福岡市 石田 伊都子  原三信病院附属呉服町腎クリニック 812-0035 福岡市博多区中呉服町1-25 092-262-2828
福岡市 石束 隆男  医療法人相生会福岡みらい病院 813-0017 福岡市東区香椎照葉3-5-1 092-662-3001
福岡市 一木 幹生  一木医院 812-0879 福岡市博多区銀天町1-5-8 092-581-1013
福岡市 井槌 邦雄  井槌病院 810-0022 福岡市中央区薬院4-15-6 092-521-2355
福岡市 植木 敏幸  植木外科クリニック 810-0012 福岡市中央区白金2-11-9 092-534-5200
福岡市 植田 治夫  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 梅野 寿実  うめ野消化器肛門科外科クリニック 811-1362 福岡市南区長住3-1-27 092-554-2878
福岡市 及川 達司  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 大石 純子  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 大賀 正継  医療法人大賀内科循環器科医院 811-1102 福岡市早良区東入部1-2-40 092-804-5025
福岡市 岡部 眞典  社会福祉法人恩賜財団済生会福岡県済生会福岡総合病院 810-0001 福岡市中央区天神1-3-46 092-771-8151
福岡市 上月 寧  上月クリニック 810-0004 福岡市中央区渡辺通1-1-1サンセルコビル3Ｆ 092-731-0505
福岡市 権藤 公和  権藤内科医院 810-0021 福岡市中央区今泉2-5-24 092-771-8850
福岡市 酒井 健二  医療法人健恵会酒井胃腸内科・内科クリニック 814-0022 福岡市早良区原1-30-36 092-832-3131
福岡市 榊 範裕  さかき内科・胃腸科クリニック 814-0121 福岡市城南区神松寺1-2-30 092-862-7622
福岡市 佐々木 健介  御所ヶ谷ホームクリニック 810-0073 福岡市中央区舞鶴1-6-1ラフォーレ舞鶴2Ｆ 092-739-8525
福岡市 下村 国寿  医療法人下村小児科医院 819-0002 福岡市西区姪の浜4-19-25 092-883-5232
福岡市 鈴木 聡  福岡輝栄会病院 813-0044 福岡市東区千早5-11-5 092-681-3115
福岡市 髙木 孝輔  高木胃腸科内科医院 814-0011 福岡市早良区高取1-1-53 092-851-4587
福岡市 髙岸 智也  髙岸小児科医院 812-0879 福岡市博多区銀天町1-3-7 092-581-4928
福岡市 田口 純一  医療法人田口外科クリニック 811-1356 福岡市南区花畑3-33-10 092-565-1026
福岡市 武谷 力  医療法人社団たけや内科胃腸科医院 815-0033 福岡市南区大橋1-21-10 092-512-2731
福岡市 津田 知輝  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 富永 隆治  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 長尾 哲彦  みどりのクリニック 813-0025 福岡市東区青葉7-26-1 092-691-0045
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福岡市 中垣 充  医療法人西福岡病院 819-8555 福岡市西区生の松原3-18-8 092-881-1331
福岡市 西田 民夫  医療法人西田たみお整形外科医院 814-0031 福岡市早良区南庄2-5-23 092-842-1075
福岡市 橋本 俊彦  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天神平和ビル4Ｆ 092-738-3335
福岡市 樋口 恒夫  室見クリニック 814-0015 福岡市早良区室見1-12-1 092-821-2118
福岡市 藤野 正典  ふじの内科循環器科クリニック 812-0053 福岡市東区箱崎1-38-3 092-641-5003
福岡市 本多 一至  医療法人本多耳鼻咽喉科医院 814-0002 福岡市早良区西新5-1-33 092-851-9893
福岡市 益本 佳枝  ますもとメンタルクリニック 810-0001 福岡市中央区天神2-3-2天神アイエスビル7F 092-716-8572
福岡市 三宅 和久  三宅漢方医院 810-0041 福岡市中央区大名2-8-18天神パークビル2F 092-716-9039
福岡市 森下 富士夫  医療法人森下産婦人科医院 812-0025 福岡市博多区店屋町8-10 092-291-0328
福岡市 山本 勉  山本内科胃腸科クリニック 810-0033 福岡市中央区小笹3-11-1 092-522-5855
福岡市 山本 雄祐  社会福祉法人恩賜財団済生会福岡県済生会福岡総合病院 810-0001 福岡市中央区天神1-3-46 092-771-8151
福岡市 脇坂 正則  わきさか内科 814-0013 福岡市早良区藤崎1-24-19藤崎メディカルビル2F 092-852-7211
福岡市 藤田 博正  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 有田 親史  ありた整形外科 815-0071 福岡市南区平和1-2-24 092-534-8060
福岡市 岩下 英之  一般社団法人福岡市医師会福岡市医師会成人病センター 814-8522 福岡市早良区祖原15-7 092-831-1211
福岡市 園田 和孝  そのだこどもクリニック 819-0387 福岡市西区富士見2-14-3 092-805-7001
福岡市 富田 恵理  医療法人朝日クリニック富田耳鼻咽喉科医院 812-0011 福岡市博多区博多駅前2-1-1 092-441-9746
福岡市 深澤 満  医療法人ふかざわ医院 813-0036 福岡市東区若宮1-22-19 092-661-8111
福岡市 松井 孝明  医療法人松井医仁会大島眼科病院 812-0036 福岡市博多区上呉服町11-8 092-281-3020
福岡市 壬生 隆一  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 浦口　 龍夫  医療法人浦口小児クリニック 812-0861 福岡市博多区浦田1-10-14 092-504-0466
福岡市 梶山 渉  医療法人梶山医院 810-0003 福岡市中央区春吉2-15-18 092-731-2233
福岡市 関　 真人  せき小児科・アレルギー科クリニック 814-0123 福岡市城南区長尾2-7-20 092-534-5111
福岡市 吉田　 淳一  医療法人英慶会三愛クリニック 819-0373 福岡市西区周船寺2-12-39 092-806-1020
福岡市 古山　 正大  医療法人梅野小児科内科医院 812-0044 福岡市博多区千代1-33-2 092-651-3558
福岡市 今任　 信彦  いまとうクリニック 815-0041 福岡市南区野間1-16-22 092-561-9723
福岡市 山下　 弘之  医療法人ＳＳＣ天神耳鼻咽喉科 810-0001 福岡市中央区天神1-10-5第2明星ビル2Ｆ 092-717-1105
福岡市 山﨑　 繁通  トータルケアやまさきクリニック 814-0111 福岡市城南区茶山4-14-15 092-407-1288
福岡市 柴田　 恵介  しばた内科クリニック 811-1356 福岡市南区花畑1-45-34 092-551-3148
福岡市 住吉　 康平  住吉外科クリニック 812-0044 福岡市博多区千代1-24-7 092-651-8931
福岡市 小西　 恭司  社団法人福岡医療団千鳥橋病院附属大楠診療所 815-0082 福岡市南区大楠1-17-7 092-531-9407
福岡市 松井　 謙明  医療法人松井内科胃腸クリニック 813-0043 福岡市東区名島2-2-22 092-673-7800
福岡市 松本　 和博  医療法人まつもと胃腸内科 814-0133 福岡市城南区七隈3-4-23 092-864-1122
福岡市 西田　 憲一  医療法人西田内科消化器科医院 811-1302 福岡市南区井尻2-20-11 092-581-2228
福岡市 赤塚　 裕  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 川元　 健二  医療法人かわもと胃腸内科クリニック 814-0104 福岡市城南区別府3-2-33 092-851-6010
福岡市 草野　 良輝  医療法人草創の会草野医院 814-0171 福岡市早良区野芥3-14-5 092-861-1812
福岡市 大月　 務  大月内科循環器内科 812-0029 福岡市博多区古門戸町1-1-2Ｆ 092-282-0567
福岡市 中村　 賢二郎  天神総合クリニック 810-0021 福岡市中央区今泉1-22-20-701 092-725-7117
福岡市 中村　 祥子  医療法人尚生会松口胃腸科・外科医院 819-0043 福岡市西区野方1-26-12 092-812-2212
福岡市 町　 多賀雄  医療法人東福岡和仁会病院 811-0204 福岡市東区奈多1-4-1 092-608-1511
福岡市 碇　 伸博  碇整形外科医院 819-0015 福岡市西区愛宕2-11-3 092-891-3520
福岡市 樋口　 雅則  日本郵政株式会社福岡逓信病院 810-8798 福岡市中央区薬院2-6-11 092-741-0300
福岡市 副島　 昭  そえじま内科クリニック 812-0016 福岡市博多区博多駅南4-9-21 092-411-4321
福岡市 兵頭　 智子  医療法人研和会北島内科医院 814-0022 福岡市早良区原1-6-5 092-851-7030
福岡市 牟田　 浩実  医療法人牟田内科クリニック 812-0036 福岡市博多区上呉服町10-1博多三井ビル地階 092-281-7113
福岡市 木元　 美子  医療法人木元小児科医院 811-0213 福岡市東区和白丘3-22-53 092-606-3100
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福岡市 野村　 正一郎  野村クリニック 810-0023 福岡市中央区警固1-6-20 092-715-1971
福岡市 脇元 安  脇元クリニック 810-0001 福岡市中央区天神2-8-49ヒューリック福岡ビル2Ｆ 092-751-0010
福岡市 國木　 康久  一般社団法人福岡市医師会成人病センター 814-8522 福岡市早良区祖原15-7 092-831-1211
福岡市 髙橋　 啓美  高橋内科循環器科クリニック 814-0022 福岡市早良区原5-2-2ライフピア原2Ｆ 092-823-1171
筑紫 青柳 慶史朗  青柳外科医院 818-0057 筑紫野市二日市南2-2-10 092-922-2770
筑紫 小林　 邦久  学校法人福岡大学福岡大学筑紫病院 818-8502 筑紫野市俗明院1-1-1 092-921-1011
筑紫 秦　 洋文  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 眞武　 弘明  医療法人ＭＣ会またけ胃腸内科クリニック 816-0863 春日市須玖南2-104-1 092-572-2180
糸島 松田 哲男  医療法人松田ひふ科医院 819-1116 糸島市前原中央2-2-6 092-322-2381
粕屋 宇梶　 光大郎  医療法人うかじ小児科医院 811-2244 糟屋郡志免町志免中央3-6-25 092-936-5833
粕屋 三田　 洋  医療法人三田医院 811-2405 糟屋郡篠栗町篠栗4771 092-947-6555
粕屋 山﨑　 貴男  医療法人泯江堂三野原病院 811-2402 糟屋郡篠栗町金出3553 092-947-0040
粕屋 小林　 享子  医療法人聖恵会福岡聖恵病院 811-3105 古賀市鹿部482 092-942-6181
宗像 佐藤 公治  さとう耳鼻咽喉科クリニック 811-3430 宗像市平井1-1-37 0940-72-4187
宗像 林 啓成  医療法人林外科医院 811-4175 宗像市田久4-15-12 0940-33-5577
宗像 林 由紀子  医療法人林外科医院 811-4175 宗像市田久4-15-12 0940-33-5577
宗像 吉村　 徹  吉村耳鼻咽喉科医院 811-3217 福津市中央5-25-24 0940-35-8686
宗像 松野　 治雄  松野脳神経クリニック 811-3223 福津市光陽台1-1-5 0940-43-5055
宗像 城谷　 吾郎  医療法人共立医院 811-3431 宗像市田熊4-5-1 0940-36-4584
宗像 片山　 幸樹  医療法人片山医院 811-3406 宗像市稲元1035-6 0940-32-3269

直方鞍手 大森 正樹  医療法人おおもり皮ふ科クリニック 822-0001 直方市感田井牟田1930-1 0949-26-6520
直方鞍手 柴田 光子  医療法人一寿会西尾病院 822-0026 直方市津田町9-38 0949-22-0054
直方鞍手 安倍　 由美子  医療法人安倍病院 823-0012 宮若市長井鶴250-3 0949-32-0080
直方鞍手 高橋　 誠  医療法人高橋医院 822-0033 直方市上新入1980 0949-22-0683
直方鞍手 時村　 俊幸  ごとう医院 823-0004 宮若市磯光1379-9 0949-33-3626
直方鞍手 東　 宣彦  社会保険直方病院 822-0024 直方市須崎町1-1 0949-22-1215

田川 月脚 靖彦  医療法人月脚医院 826-0021 田川市桜町15-10 0947-42-6104
田川 田中　 恭武  医療法人田中医院 826-0026 田川市春日町1-7 0947-42-0112
飯塚 石田 光  （医）石田病院 820-0607 嘉穂郡桂川町土師28 0948-62-2788
飯塚 須藤 賢次  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1-4-22 0948-22-2347
飯塚 牧野　 毅彦  株式会社麻生飯塚病院 820-8505 飯塚市芳雄町3-83 0948-22-3800
飯塚 二宮 健  二宮医院 820-0021 飯塚市潤野855 0948-22-3272
飯塚 岩見　 元照  医療法人岩見医院いわみハートクリニック 820-0206 嘉麻市鴨生216-20 0948-42-0326
飯塚 幸田　 太  株式会社麻生飯塚病院 820-8505 飯塚市芳雄町3-83 0948-22-3800
飯塚 小畑　 勝義  株式会社麻生飯塚病院 820-8505 飯塚市芳雄町3-83 0948-22-3800
飯塚 本村　 健太  株式会社麻生飯塚病院 820-8505 飯塚市芳雄町3-83 0948-22-3800

久留米 内山 伸二  内山内科医院 830-0047 久留米市津福本町541-1 0942-32-9168
久留米 酒井 輝文  社会医療法人雪ノ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 松尾 治之  医療法人松尾内科医院 839-0863 久留米市国分町1944-5 0942-22-0148
久留米 冨岡 常泰  とみおかレディースクリニック 830-0023 久留米市中央町8-39 0942-39-6678
久留米 山田 徹  山田整形外科医院 830-0023 久留米市中央町11-12 0942-39-2020
久留米 和田 豊郁  心血医院 830-0017 久留米市日吉町14-68 0942-65-5129
久留米 出口 博子  出口外科胃腸科医院 839-0814 久留米市山川追分2-10-12 0942-43-2329
久留米 藤田 眞知子  耳鼻咽喉科アレルギー科気管食道科ふじたクリニック 830-0027 久留米市長門石3-4-38 0942-38-2816
久留米 三浦　 一秀  あさひクリニック 830-0052 久留米市上津町105-9 0942-65-3027
久留米 岡村　 孝  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 森山　 和幸  医療法人恵有会森山整形外科院 830-0027 久留米市長門石2-9-63 0942-30-1625
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久留米 足達　 寿  学校法人久留米大学久留米大学病院 830-0011 久留米市旭町67 0942-35-3311
久留米 竹田津　 宏子  竹田津医院 839-0863 久留米市国分町744-3 0942-21-3720
久留米 徳安　 敏行  徳安医院 839-0801 久留米市宮ノ陣5-14-1 0942-32-3129
久留米 平木　 文代  医療法人聖ルチア会聖ルチア病院 830-0047 久留米市津福本町1012 0942-33-1581
大牟田 大久保 弘人  医療法人社団冨松記念会三池病院 837-0921 大牟田市大字三池855 0944-53-4852
大牟田 中山 顯兒  医療法人恒生堂永田整形外科病院 836-0843 大牟田市不知火町1-6-3 0944-53-3879
大牟田 辻 裕子  （医）辻クリニック 836-0074 大牟田市藤田町354-1 0944-55-2481
大牟田 吉岡　 仙弥  （医）吉岡クリニック 836-0852 大牟田市曙町7-2 0944-43-6027
大牟田 吉田 力  医療法人吉田クリニック 836-0076 大牟田市三里町1-4-5 0944-53-6103
大牟田 原　 寛  （医）原循環器科内科医院 836-0065 大牟田市三川町2-27-1 0944-57-3301

八女筑後 白地 美紀  地方独立行政法人筑後市立病院 833-0041 筑後市和泉917-1 0942-53-7511
八女筑後 中村 英智  地方独立行政法人筑後市立病院 833-0041 筑後市和泉917-1 0942-53-7511
八女筑後 東 道夫  東医院 834-0031 八女市本町773-6 0943-23-5212
八女筑後 藤本 俊  藤本産婦人科小児科 834-0031 八女市本町527 0943-23-2733
八女筑後 梶原　 雅彦  地方独立行政法人筑後市立病院 833-0041 筑後市和泉917-1 0942-53-7511
八女筑後 後藤　 雅史  後藤内科医院 834-1102 八女市上陽町北川内442 0943-54-2221
八女筑後 城戸　 祐一郎  医療法人城戸医院 834-0055 八女市鵜池7 0943-23-5303
八女筑後 草場　 健  医療法人正慈会草場内科循環器科医院 834-0004 八女市納楚446-1 0943-23-5171
八女筑後 中尾　 栄男  地方独立行政法人筑後市立病院 833-0041 筑後市和泉917-1 0942-53-7511
八女筑後 平城 守  公立八女総合病院企業団公立八女総合病院 834-0034 八女市高塚540-2 0943-23-4131
八女筑後 北村　 尚久  医療法人三浦医院 834-0031 八女市本町497-1 0943-23-3928

朝倉 栗林 裕二  栗林皮膚泌尿器科医院 838-0068 朝倉市甘木608-1 0946-22-5587
朝倉 小川　 清  小川内科胃腸科医院 838-0068 朝倉市甘木1971 0946-22-2130
朝倉 村上　 智子  あさひクリニック 838-0227 朝倉郡筑前町朝日576 092-919-0808

小郡三井 田中 久志  田中耳鼻咽喉科医院 838-0144 小郡市祇園1-15-6 0942-72-3387
小郡三井 蓮尾 春高  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 佛坂 博泰  仏坂内科医院 838-0106 小郡市三沢4225-28 0942-75-7802
小郡三井 古野 浩秋  医療法人せいわ会聖和記念病院 838-0102 小郡市津古1470-1 0942-75-1230
小郡三井 橋本　 朋也  大刀洗町大刀洗診療所 830-1221 三井郡大刀洗町大字高樋1252-1 0942-77-0220
小郡三井 高田　 晃男  医療法人三井会神代病院 830-1101 久留米市北野町中川900-1 0942-78-3177
小郡三井 西　 壽一  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
大川三潴 宮原　 司  宮原泌尿器科クリニック 830-0416 三潴郡大木町大字八町牟田983 0944-33-2424
大川三潴 野口　 晴美  医療法人ジェイアールエヌ野口医院 830-0406 三潴郡大木町前牟田722-3 0944-32-1103
柳川山門 荒木 照宣  産科・婦人科あらきクリニック 835-0024 みやま市瀬高町下庄初瀬町1977-40 0944-63-3369
柳川山門 菊池 陽介  きくち胃腸科内科クリニック 835-0024 みやま市瀬高町下庄2175 0944-63-2223
柳川山門 二宮 正幸  医療法人幸栄会二宮医院 832-0045 柳川市本町20-1 0944-73-2600
柳川山門 藤野 満夫  医療法人藤渓会藤野医院 839-0254 柳川市大和町中島1054-2 0944-76-0011
柳川山門 弓削 龍雄  医療法人弓削クリニック 832-0088 柳川市間651-1 0944-73-8400
柳川山門 吉田 隆行  吉田医院 832-0814 柳川市三橋町垂見556 0944-74-0550
柳川山門 工藤　 敦嘉  医療法人工藤内科 835-0013 みやま市瀬高町太神1334-1 0944-63-7711

浮羽 高岡 徳彦  高岡整形外科医院 839-1233 久留米市田主丸町田主丸514 0943-73-0572
浮羽 中野 良一  医療法人中野会中野内科医院 839-1224 久留米市田主丸町牧1108-3 0943-72-2827
浮羽 梅根　 眞知子  医療法人社団宗仁会筑後吉井こころホスピタル 839-1321 うきは市吉井町216-2 0943-75-3165

福岡県庁 川原 明子  福岡県保健環境研究所 818-0135 太宰府市大字向佐野39 092-921-9940
福岡県庁 柴田 和典  福岡県筑紫保健福祉環境事務所 816-0943 大野城市白木原3-5-25 092-513-5610
福岡県庁 筬島　 健一  福岡県嘉穂・鞍手保健福祉環境事務所 820-0004 飯塚市新立岩8-1 0948-21-4911


