
福岡県医師会認定総合医（新かかりつけ医）制度
平成27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 秋武 強  秋武内科クリニック 801-0873 北九州市門司区東門司2-4-14 093-321-0541
門司区 荒木 昌典  春日病院 801-0823 北九州市門司区春日町22-19 093-341-1416
門司区 一安 弘文  医療法人一安医院 800-0028 北九州市門司区下二十町4-21 093-381-1294
門司区 大塚 節雄  医療法人健栄会おおつかクリニック 801-0863 北九州市門司区栄町8-18 093-331-3088
門司区 大塚 祥司  医療法人健栄会おおつかクリニック 801-0863 北九州市門司区栄町8-18 093-331-3088
門司区 岡本 高明  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
門司区 木村 頼雄  一般社団法人日本海員掖済会門司掖済会病院 801-8550 北九州市門司区清滝1-3-1 093-321-0984
門司区 白川 伸一郎  医療法人豊司会新門司病院 800-0102 北九州市門司区大字猿喰615 093-481-1368
門司区 髙野 裕士  医療法人社団響会緑ヶ丘病院 800-0043 北九州市門司区緑ヶ丘3-5 093-381-5903
門司区 西明 義晃  医療法人西明内科消化器科医院 801-0864 北九州市門司区老松町10-17 093-331-8686
門司区 西明 真  医療法人西明内科消化器科医院 801-0864 北九州市門司区老松町10-17 093-331-8686
門司区 西澤 正夫  医療法人にしざわクリニック 800-0036 北九州市門司区柳原町3-15 093-391-8777
門司区 原口 和史  日本海員掖済会門司液済会病院 801-8550 北九州市門司区清滝1-3-1 093-321-0984
門司区 廣瀬 宣之  北九州市立門司病院 800-0021 北九州市門司区南本町3-1 093-381-3581
門司区 柊山 幸志郎  一般社団法人日本海員掖済会門司掖済会病院 801-8550 北九州市門司区清滝1-3-1 093-321-0984
門司区 福井 準  福井医院 800-0006 北九州市門司区矢筈町1-22 093-381-1219
門司区 宮﨑 健洋  医療法人社団晴山会晴山会クリニック 800-0025 北九州市門司区柳町1-2-1 093-381-1388
門司区 柳井 淳一  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
門司区 横川 省一  九州旅客鉄道株式会社ＪＲ九州病院 800-0031 北九州市門司区高田2-1-1 093-381-5661
門司区 吉田 良  医療法人よしだクリニック 800-0025 北九州市門司区柳町2-3-14-101 093-372-1155
門司区 渡邉 教文  医療法人渡辺胃腸科医院 800-0112 北九州市門司区大字畑1423-10 093-481-3225
門司区 青木 宏之  医療法人碧水会門司田野浦病院 801-0803 北九州市門司区田野浦1018-1 093-331-0800
門司区 後藤 安正  後藤皮膚科泌尿器科医院 800-0025 北九州市門司区柳町2-6-8 093-381-1898
門司区 酒井 亮  医療法人スマイル会酒井整形外科医院 800-0112 北九州市門司区大字畑2008-5 093-481-1010
門司区 武原 英樹  たけはら内科クリニック 800-0048 北九州市門司区稲積1-11-2 093-382-1616
小倉 伊東 忠一郎  伊東レディースクリニック 802-0802 北九州市小倉南区城野4-4-16 093-921-1103
小倉 井口 信夫  医療法人いのくち内科クリニック 802-0085 北九州市小倉北区吉野町10-6 093-932-1100
小倉 合馬 誠一 医療法人北愛会合馬内科クリニック 802-0004 北九州市小倉北区鍛冶町2-2-22 093-521-1053
小倉 大串 康之  医療法人大串皮膚泌尿器科医院 803-0843 北九州市小倉北区金鶏町1-38 093-651-3253
小倉 大久保 英雄  社会福祉法人小倉新栄会新栄会病院 803-0856 北九州市小倉北区弁天町12-11 093-571-0086
小倉 大久保 信之  医療法人幸の鳥医院 802-0979 北九州市小倉南区徳力新町1-20-16 093-962-1113
小倉 岡部 敬二郎  特定医療法人北九州病院北九州中央病院 802-0084 北九州市小倉北区香春口1-13-1 093-931-1085
小倉 沖田 聡  医療法人沖田クリニック 802-0974 北九州市小倉南区徳力1-10-3 093-962-3650
小倉 小田原 満 北九州小倉病院 802-0022 北九州市小倉北区上富野3丁目19-1 093-511-7381
小倉 佐藤 東  おおてまちキッズクリニック 803-0814 北九州市小倉北区大手町12-4スピナガーデン大手町2Ｆ 093-562-8833
小倉 周田 光一郎  周田医院 800-0253 北九州市小倉南区葛原本町1-10-16 093-471-1101
小倉 杉本 英克  杉本クリニック 800-0222 北九州市小倉南区中曽根1-13-6エクサレンスパレス2Ｆ 093-473-0300
小倉 添田 修  そえだ医院 802-0979 北九州市小倉南区徳力新町1-20-18 093-963-0038
小倉 髙根 直子  医療法人髙根内科医院 803-0278 北九州市小倉南区徳吉西1-1-5 093-451-5796
小倉 田中 正章  医療法人田中こどもクリニック 803-0861 北九州市小倉北区篠崎3-11-5 093-591-1011
小倉 田原 久史  医療法人田原医院 802-0044 北九州市小倉北区熊本3-1-6 093-931-0458
小倉 鶴留 洋輔  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
小倉 土井 聖  土井皮フ科クリニック 802-0971 北九州市小倉南区守恒本町2-2-34 093-961-1001
小倉 中村 賢一  中村内科クリニック 802-0821 北九州市小倉南区横代北町4-20-6 093-962-0022
小倉 中村 正  医療法人中村正内科循環器科クリニック 802-0064 北九州市小倉北区片野1-16-21 093-922-0278
小倉 野坂 秀行  医療法人真鶴会小倉第一病院 803-0844 北九州市小倉北区真鶴2-5-12 093-582-7730
小倉 野村 秀幸  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1-3-1 093-571-1031
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小倉 林 晧  林内科医院 800-0233 北九州市小倉南区朽網西2-1-10 093-473-0065
小倉 原田 博子  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 平野 稔喜  医療法人ひらのサンタキッズクリニック 800-0201 北九州市小倉南区上吉田2-8-6 093-471-0415
小倉 藤島 八重  藤島クリニック 803-0811 北九州市小倉北区大門2-1-15 093-561-2321
小倉 松岡 博文  医療法人まつおか内科クリニック 802-0016 北九州市小倉北区宇佐町1-7-34 093-521-3952
小倉 松田 央一  まつだ泌尿器科医院 800-0225 北九州市小倉南区田原3-12-43 093-475-1888
小倉 丸山 俊博 医療法人清陵会南ヶ丘病院 803-0862 北九州市小倉北区今町3-13-1 093-571-6081
小倉 三木 浩司  財団法人平成紫川会小倉記念病院 802-8555 北九州市小倉北区浅野3-2-1 093-511-2000
小倉 村岡 衛  村岡内科消化器科クリニック 802-0001 北九州市小倉北区浅野2-18-15ＭＯビル1Ｆ 093-533-5588
小倉 守田 英子  医療法人もりたこどもクリニック 800-0226 北九州市小倉南区田原新町2-3-19 093-475-7200
小倉 八木 光博  八木医院 802-0978 北九州市小倉南区蒲生5-2-1 093-962-5275
小倉 安田 英雄  医療法人安田循環器科内科クリニック 802-0061 北九州市小倉北区三郎丸1-7-5 093-922-7563
小倉 柳澤 一明  医療法人やなぎさわ皮フ科クリニック 803-0836 北九州市小倉北区中井5-14-3 093-583-1112
小倉 山口 泰三  医療法人岩本内科医院 802-0832 北九州市小倉南区下石田1-2-8 093-961-4118
小倉 山崎 範子  医療法人やまさき内科医院 802-0051 北九州市小倉北区黒原3-2-32 093-921-7800
小倉 山下 信行  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1-3-1 093-571-1031
小倉 青木 義憲  あおきクリニック 802-0974 北九州市小倉南区徳力6-11-1 093-963-7500
小倉 池田 信子  産婦人科診療所マ・メール 803-0851 北九州市小倉北区木町2-2-26 093-561-4047
小倉 市岡 泰子  医療法人慈恵会慈恵曽根病院 800-0208 北九州市小倉南区沼本町4-2-19 093-471-2881
小倉 宇野 卓也  あだち宇野内科クリニック 802-0042 北九州市小倉北区足立1-2-23 093-551-7788
小倉 木村 公憲  医療法人きむらクリニック 800-0236 北九州市小倉南区下貫1-5-6 093-474-3601
小倉 久保 茂  医療法人ひさしげ会久保内科消化器科クリニック 800-0222 北九州市小倉南区中曽根5-7-22 093-475-9771
小倉 坂本 菊男  医療法人坂本クリニック耳鼻咽喉科 800-0257 北九州市小倉南区湯川1-3-23 093-923-3387
小倉 日野 富夫  医療法人恵陽会ひのクリニック 800-0232 北九州市小倉南区朽網東2-11-4 093-475-9090
小倉 松井 博嗣  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2-1-37 093-551-1511
小倉 山田 康代  医療法人山田内科医院 802-0023 北九州市小倉北区下富野1-4-47 093-531-1746
八幡 阿部 治美  医療法人阿部外科胃腸科医院 807-0803 北九州市八幡西区千代ヶ崎3-13-24 093-602-1220
八幡 今永 知俊  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 上野 陽右  医療法人泌尿器科・皮膚科上野医院 806-0044 北九州市八幡西区相生町6-19 093-621-1082
八幡 大島 司  JCHO九州病院 806-8501 北九州市八幡西区岸の浦1-8-1 093-641-5111
八幡 北村 昌之  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 是此田 穰  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 櫻井 省史  櫻井医院 807-0825 北九州市八幡西区折尾4-2-10 093-691-0528
八幡 佐藤 由美子  医療法人佐藤由美子婦人科クリニック 806-0021 北九州市八幡西区黒崎3-4-5 093-631-0555
八幡 重森 宏敬  医療法人重森医院 807-0074 北九州市八幡西区町上津役西4-1-5 093-611-0201
八幡 白井 竜  白井内科医院 807-1102 北九州市八幡西区香月中央4-16-7 093-618-8814
八幡 田中 孝明 たなか整形外科 805-0048 北九州市八幡東区大蔵1丁目14-2 093-654-5656
八幡 中村 外士雄  医療法人幸神クリニック 806-0055 北九州市八幡西区幸神2-1-21Ａスタービル 093-642-4151
八幡 中村 寛 北九州市立八幡病院 805-0061 北九州市八幡東区西本町4-18-1 093-662-5211
八幡 二宮 謙一  医療法人二宮内科循環器科クリニック 807-0824 北九州市八幡西区光明2-4-13 093-693-2038
八幡 野田 哲文  医療法人野田消化器科内科クリニック 807-0874 北九州市八幡西区大浦1-6-20 093-691-3300
八幡 野見山 和彦  医療法人永犬丸野見山皮膚科医院 807-0831 北九州市八幡西区則松7-20-7 093-693-0222
八幡 野村 幸弘  のむら内科・消化器科クリニック 806-0027 北九州市八幡西区菅原町5-6 093-621-7128
八幡 橋口 重明  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
八幡 廣畑 佳秀  医療法人廣畑内科クリニック 807-0857 北九州市八幡西区北筑2-19-109 093-693-1511
八幡 村上 昌伸  村上医院 806-0023 北九州市八幡西区八千代町12-9 093-642-1230
八幡 吉田 省吾  医療法人吉田小児科医院 806-0021 北九州市八幡西区黒崎3-4-3 093-621-0946
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八幡 阿部 幸生  医療法人阿部外科胃腸科医院 807-0803 北九州市八幡西区千代ヶ崎3-13-24 093-602-1220
八幡 井上 俊司  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
八幡 今井 伸恵  今井小児科内科医院 807-0077 北九州市八幡西区沖田2-17-1 093-613-3555
八幡 岡本 好司  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 末永 賢也  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 福留 健一  医療法人福留外科胃腸肛門科医院 807-0071 北九州市八幡西区上の原3-5-11 093-613-6700
八幡 村上 修一  医療法人永犬丸むらかみ内科クリニック 807-0856 北九州市八幡西区八枝3-12-3 093-692-0085
八幡 柳田 太平  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 山脇 眞  医療法人山脇内科クリニック 807-0845 北九州市八幡西区永犬丸南町1-11-13 093-611-0002
八幡 吉野 総平  医療法人よしの胃腸内科クリニック 807-0827 北九州市八幡西区楠木2-17-11 093-601-5003

戸畑区 池園 徹  医療法人池園医院 804-0011 北九州市戸畑区中原西3丁目2-10 093-871-2068
戸畑区 岩永 浩三  医療法人岩永医院 804-0043 北九州市戸畑区観音寺町1-1 093-871-6381
戸畑区 木村 英一 社会医療法人共愛会戸畑リハビリテーション病院 804-0092 北九州市戸畑区小芝2-4-31 093-861-1500
戸畑区 剣持 邦彦  社会医療法人共愛会戸畑リハビリテーション病院 804-0092 北九州市戸畑区小芝2-4-31 093-861-1500
戸畑区 髙根 順子 社会医療法人共愛会戸畑リハビリテーション病院 804-0092 北九州市戸畑区小芝2-4-31 093-861-1500
戸畑区 鳴戸 聰雄  公益財団法人健和会戸畑けんわ病院 804-0082 北九州市戸畑区新池1-5-5 093-881-8181
戸畑区 廣瀨 一郎  広瀬内科麻酔科医院 804-0014 北九州市戸畑区土取町13-16 093-873-2033
戸畑区 本村 良次  医療法人医和基会牧山中央病院 804-0066 北九州市戸畑区初音町13-13 093-871-2760
戸畑区 山田 陽司  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 清水 直美  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 廣橋 貫之  医療法人医和基会金刀比羅診療所 804-0022 北九州市戸畑区金比羅町4-19 093-873-8733
若松区 大北 卓  医療法人大北内科・循環器科医院 808-0031 北九州市若松区本町2-10-8 093-771-4224
若松区 古村 速  こむら小児科医院 808-0003 北九州市若松区下原町7-13 093-771-3133
若松区 品川 裕利  品川産婦人科医院 808-0103 北九州市若松区二島1-1-33 093-791-3841
若松区 田中 邦彦  医療法人翔寿会たなか整形外科医院 808-0144 北九州市若松区高須東4-2-43 093-741-5655
若松区 森 一郎  医療法人森内科小児科医院 808-0103 北九州市若松区二島5-4-61 093-791-8321
若松区 吉澤 僖教  医療法人吉澤医院 808-0026 北九州市若松区桜町10-2 093-761-2263
若松区 芳野 元  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 吉澤 直之  医療法人吉澤医院 808-0026 北九州市若松区桜町10-2 093-761-2263

産業医科大学 石本 裕士  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1-1 093-691-7453
産業医科大学 尾辻 豊  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1-1 093-691-7250
産業医科大学 迎 寛  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1-1 093-691-7453
産業医科大学 森田 恵美子  学校法人産業医科大学産業医科大学 807-8556 北九州市八幡西区医生ヶ丘1-1 093-603-1611
産業医科大学 中村 純  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 瓜生 康平  中間市立病院 809-0014 中間市蓮花寺3-1-7 093-245-0981
遠賀中間 桑原 吉高  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
遠賀中間 櫻井 俊弘  町立芦屋中央病院 807-0101 遠賀郡芦屋町幸町8-30 093-222-2931
遠賀中間 藤田 政介  医療法人ふじた医院 811-4233 遠賀郡岡垣町野間2-3-11 093-283-3211
遠賀中間 溝口 洋子  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

京都 天野 りつ代  あまの耳鼻咽喉科医院 800-0361 京都郡苅田町神田町1-2-8 093-434-3787
京都 戸次 純一  医療法人起生会大原病院 824-0008 行橋市宮市町2-5 0930-23-2345
京都 松下 太  新田原耳鼻咽喉科クリニック 824-0026 行橋市道場寺1464-2 0930-25-5520
京都 松岡 順子  みやこ町立やまびこ診療所 824-0251 京都郡みやこ町犀川下伊良原1883-33 0930-43-5275

豊前築上 穴井 博史  あないクリニック 829-0343 築上郡築上町大字西八田2426-5 0930-56-5888
豊前築上 中山 宏  中山内科医院 871-0822 築上郡吉富町大字今吉1-1 0979-23-5623
豊前築上 二見 玄次郎  医療法人二見医院 829-0102 築上郡築上町大字築城661-1 0930-52-0002
福岡市 青木 隆之  医療法人聖療会青木胃腸科・内科 812-0041 福岡市博多区吉塚7-1-50 092-611-7806
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福岡市 青木 知信  福岡市立こども病院・感染症センター 813-0017 福岡市東区香椎照葉5-1-1 092-682-7000
福岡市 明石 良夫  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2-30-1 092-661-2211
福岡市 秋元 馨  医療法人あきもとこどもクリニック 814-0011 福岡市早良区高取1-28-24 092-852-2570
福岡市 浅山 滉  医療法人順和長尾病院 814-0153 福岡市城南区樋井川3-47-1 092-541-2035
福岡市 荒木 速雄  医療法人荒木小児科医院 813-0013 福岡市東区香椎駅前2-11-33 092-681-1722
福岡市 安藤 文一  安藤レディスクリニック 811-1311 福岡市南区横手2-3-1 092-501-1522
福岡市 安藤 洋志  安藤内科・循環器科クリニック 819-0367 福岡市西区西都1-7-36 092-805-1666
福岡市 石橋 明人  石橋内科循環器科医院 812-0878 福岡市博多区竹丘町2-4-1 092-581-0314
福岡市 稲光 毅  医療法人稲光小児科医院いなみつこどもクリニック 819-0041 福岡市西区拾六町3-8-13 092-895-1161
福岡市 井上 善仁  国家公務員共済組合連合会浜の町病院 810-8539 福岡市中央区長浜3-3-1 092-721-0831
福岡市 今村 光秀  今村内科循環器科クリニック 819-0041 福岡市西区拾六町5-18-21 092-892-0088
福岡市 植田 英彦  医療法人植田クリニック 815-0033 福岡市南区大橋1-14-5 092-552-0625
福岡市 内田 立生  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 江口 和夫  一般財団法人医療情報健康財団健康財団クリニック 812-0026 福岡市博多区上川端町14-30-201 092-272-2398
福岡市 江藤 公則  医療法人高山クリニック 810-0041 福岡市中央区大名2-8-1肥後天神宝ビル5F 092-711-1612
福岡市 大神 正一郎  大神脳神経外科クリニック 810-0042 福岡市中央区赤坂1-6-11 赤坂コートビル3F 092-716-8871
福岡市 大島 文雄  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6-11-15 092-822-0112
福岡市 大平 元昭  大平眼科神経科医院 811-1361 福岡市南区西長住2-27-13 092-562-4515
福岡市 岡田 象二郎  医療法人岡田小児科医院岡田こどもクリニック 814-0013 福岡市早良区藤崎2-11-35 092-821-0169
福岡市 岡田 育子  医療法人岡田小児科医院岡田こどもクリニック 814-0013 福岡市早良区藤崎2-11-35 092-821-0169
福岡市 岡田 賢司  学校法人福岡歯科学園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 岡田 靖  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1-8-1 092-852-0700
福岡市 緒方 孝俊  医療法人おがた整形外科医院 814-0022 福岡市早良区原7-4-18 092-863-5337
福岡市 小田嶋 博  独立行政法人国立病院機構福岡病院 811-1394 福岡市南区屋形原4-39-1 092-565-5534
福岡市 加野 草平  医療法人加野小児科医院 811-1347 福岡市南区野多目1-11-6 092-554-6755
福岡市 家守 光雄  医療法人社団かもりクリニック 813-0042 福岡市東区舞松原1-11-11 092-661-3311
福岡市 壁村 哲平  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 上川路 信博  医療法人上川路クリニック 814-0111 福岡市城南区茶山1-1-12 092-851-5222
福岡市 漢 幸太郎  医療法人明幸会長住医院 811-1362 福岡市南区長住2-15-15 092-551-3410
福岡市 北野 亀三郎  北野クリニック 819-0006 福岡市西区姪浜駅南2-19-16 092-881-6868
福岡市 木村 專太郎  医療法人専心会木村専太郎クリニック 811-1344 福岡市南区三宅3-16-18-101パークサンリヤン大橋 092-554-8800
福岡市 楠原 正洋  楠原皮膚科医院 811-1302 福岡市南区井尻3-10-8 092-581-0953
福岡市 熊谷 雅之  医療法人優なぎ会雁の巣病院 811-0206 福岡市東区雁の巣1-26-1 092-606-2861
福岡市 倉重 誠二  医療法人正誠会倉重病院 814-0033 福岡市早良区有田2-10-50 092-831-3516
福岡市 黒木 祥司  黒木クリニック 812-0053 福岡市東区箱崎1-3-6 092-631-2311
福岡市 桑野 正  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 合田 周一郎  医療法人ごうだ神経内科医院 815-0032 福岡市南区塩原3-24-26ビラージュ大長2F 092-554-2020
福岡市 古賀 光  医療法人阿部医院 810-0054 福岡市中央区今川1-2-6 092-741-7295
福岡市 佐伯 和之  永島クリニック 812-0011 福岡市博多区博多駅前1-1-1 092-482-5711
福岡市 篠原 徹雄  学校法人福岡歯科学園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 島松 昌由  島松循環器内科クリニック 810-0044 福岡市中央区六本松2-8-2 エムエスビル1F 092-714-2220
福岡市 清水 信之  医療法人清水皮膚科クリニック 812-0883 福岡市博多区南本町2-1-9柊ビル2F 092-584-6680
福岡市 下地 栄壮  しもじ内科クリニック 811-0201 福岡市東区三苫3-2-49 092-605-6300
福岡市 城 由起彦  医療法人祥知会はこざき公園内科医院 813-0062 福岡市東区松島3-11-30 092-624-3531
福岡市 進藤 静生  医療法人しんどう小児科医院 814-0121 福岡市城南区神松寺3-22-28 092-865-7100
福岡市 住本 功子  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 高崎 好生  高崎小児科医院 819-0052 福岡市西区下山門4-14-33 092-891-3105
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福岡市 髙田 和幸  たかた内科医院 815-0031 福岡市南区清水3-20-29 092-512-7786
福岡市 髙原 勉  介護老人保健施設松寿苑 819-0164 福岡市西区今宿町379-1 092-807-6710
福岡市 髙宮 紘士  医療法人髙宮外科胃腸科医院 814-0175 福岡市早良区田村5-2-1 092-863-2211
福岡市 詫間 由一  タクマこどもクリニック 815-0071 福岡市南区平和1-2-24-2F 092-524-6199
福岡市 竹内 俊夫  医療法人竹内皮膚泌尿器科医院 815-0033 福岡市南区大橋1-15-5 092-551-0966
福岡市 竹田 圭介  医療法人竹田内科医院 812-0018 福岡市博多区住吉3-1-18福岡都心共同住宅1F 092-283-6307
福岡市 田﨑 宏介  医療法人たさき小児科クリニック 814-0162 福岡市早良区星の原団地32-2 092-872-1455
福岡市 田村 喜見子  医療法人田村医院 812-0053 福岡市東区箱崎1-24-31 092-651-2310
福岡市 鶴田 伸子  国家公務員共済組合連合会浜の町病院 810-8539 福岡市中央区長浜3-3-1 092-721-0831
福岡市 寺澤 健二郎  医療法人寺沢病院 815-0084 福岡市南区市崎1-14-11 092-521-1381
福岡市 寺田 憲司  医療法人原三信病院香椎原病院 813-0011 福岡市東区香椎3-3-1 092-662-1333
福岡市 道免 和文  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2-30-1 092-661-2211
福岡市 戸早 雅弘  戸早医院 812-0879 福岡市博多区銀天町3-1-11 092-581-0051
福岡市 富田 英一郎  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福岡朝日ビル4Ｆ 092-441-9746
福岡市 中尾 文也  中尾小児科医院 815-0037 福岡市南区玉川町15-9 092-541-7258
福岡市 長野 作郎  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1055-2 092-807-2022
福岡市 中山 幸一 医療情報健康財団 812-0026 福岡市博多区上川端町14-30-201 092-272-2398
福岡市 那須 康典  医療法人弘医会福岡鳥飼病院 814-0103 福岡市城南区鳥飼6-8-5 092-831-6031
福岡市 成富 由司  医療法人原土井病院 813-8588 福岡市東区青葉6-40-8 092-691-3881
福岡市 仁位 隆信  医療法人佐田厚生会佐田病院 810-0004 福岡市中央区渡辺通2-4-28 092-781-6381
福岡市 幡本 明利  はたもと皮膚科クリニック 815-0075 福岡市南区長丘1-20-33 092-551-5271
福岡市 濵田 建男  介護老人保健施設老健センターながお 814-0153 福岡市城南区樋井川3-47-1 092-541-1003
福岡市 濵田 修二  浜田内科クリニック 819-0025 福岡市西区石丸2-26-3 092-881-1177
福岡市 林 靖生  医療法人原三信病院香椎原病院 813-0011 福岡市東区香椎3-3-1 092-662-1333
福岡市 原 直彦  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 原田 恵子  なんり小児科クリニック 813-0044 福岡市東区千早5-20-1ユーマイビル2-2Ｆ 092-683-1303
福岡市 原田 迅明  内科麻酔科原田医院 810-0001 福岡市中央区天神3-2-26 天神原田ビル2F 092-741-0584
福岡市 春野 政虎  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2-30-1 092-661-2211
福岡市 東原 潤一郎  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 久野 千津子  医療法人寺沢病院 815-0084 福岡市南区市崎1-14-11 092-521-1381
福岡市 平沼 成一  医療法人平沼整形外科 813-0035 福岡市東区松崎3-33-41 092-672-5600
福岡市 府川 光之  医療法人府川医院 811-1302 福岡市南区井尻3-14-25 092-584-3210
福岡市 福重 淳一郎  福岡市立こども病院・感染症センター 810-0063 福岡市中央区唐人町2-5-1 092-713-3111
福岡市 福留 雄司  ふくどめ内科医院 813-0041 福岡市東区水谷2-8-50 092-681-1516
福岡市 藤田 芳憲  藤田整形外科医院 815-0033 福岡市南区大橋3-31-19-3F 092-561-2811
福岡市 藤見 和代  医療法人藤見内科医院 815-0075 福岡市南区長丘1-17-22 092-512-8383
福岡市 古川 洸  医療法人古川医院 812-0888 福岡市博多区板付3-14-2 092-572-5955
福岡市 益田 龍彦  医療法人益田クリニック 812-0011 福岡市博多区博多駅前2-2-1福岡センタービル 092-414-6813
福岡市 町 ミチ  まち神経内科クリニック 810-0063 福岡市中央区唐人町1-5-1-3Ｆ 092-717-7272
福岡市 松吉 正隆  医療法人肛門科コロプロクリニック 814-0123 福岡市城南区長尾4-6-20 092-871-4814
福岡市 三村 和郎  三村かずお内科クリニック 810-0011 福岡市中央区高砂1-8-8-2F 092-406-2600
福岡市 牟田口 啓介  医療法人牟田口整形外科医院 811-1103 福岡市早良区四箇1-6-1 092-812-0088
福岡市 村岡 聡一  薬院内科循環器クリニック 810-0004 福岡市中央区渡辺通2-6-12八千代ビルYA55-2F 092-738-0123
福岡市 村山 通秋  医療法人村山内科医院 810-0001 福岡市中央区天神2-4-20天神プラッサ201 092-741-6550
福岡市 森口 政嗣  森口脳神経外科クリニック 814-0172 福岡市早良区梅林7-2-15 092-801-0700
福岡市 安武 哲朗  医療法人安武眼科医院 814-0114 福岡市城南区金山団地50-1 092-873-3511
福岡市 矢田部 左近  矢田部内科循環器科医院 811-1311 福岡市南区横手2-38-20 092-583-6796
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福岡市 山鹿 博史  特定医療法人社団相和会中村病院 811-1346 福岡市南区老司3-33-1 092-565-5331
福岡市 山田 栄一  山田眼科医院 815-0042 福岡市南区若久5-2-10 092-551-2562
福岡市 山田 毅彦  医療法人健朋会やまだ医院 811-0205 福岡市東区奈多団地27-3 092-607-5624
福岡市 安藤 文英  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 案浦 康髙  医療法人案浦クリニック 814-0022 福岡市早良区原5-22-13 092-821-6458
福岡市 稲光 哲明  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 伊原 喜子  森田クリニック 810-0074 福岡市中央区大手門1-4-21萬屋館2階 092-751-1188
福岡市 上野山 和秀  医療法人うえのやま整形外科リウマチ科 811-1352 福岡市南区鶴田4-8-5 092-565-2481
福岡市 岡村 健  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 川嶋 恒典  川嶋医院 810-0005 福岡市中央区清川2-12-29 092-522-3281
福岡市 菊川 浩徳  医療法人皓白会きくかわ眼科 813-0016 福岡市東区香椎浜4-1-8 092-201-2222
福岡市 菊間 幹太  薬院内科循環器クリニック 810-0004 福岡市中央区渡辺通2-6-12八千代ビルYA55 2F 092-738-0123
福岡市 鷺山 和幸  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3階 092-720-3077
福岡市 篠原 和英  社団法人福岡医療団千鳥橋病院 812-8633 福岡市博多区千代5-18-1 092-641-2761
福岡市 下野 大  医療法人二田哲博クリニック姪浜 819-0006 福岡市西区姪浜駅南1-2-17 092-883-1188
福岡市 関 雅彦  医療法人翌檜会はーとクリニック 812-0053 福岡市東区箱崎5-11-10 092-632-7111
福岡市 武田 韻諭  りゅう・たけだクリニック 819-0043 福岡市西区野方6-26-6 092-812-3722
福岡市 田代 方民  田代内科クリニック 814-0006 福岡市早良区百道1-5-5 092-851-6000
福岡市 谷村 陽子  たにむらようこクリニック 814-0001 福岡市早良区百道浜1-3-70ザ・レジデンシャルスィート福岡1F 092-833-0251
福岡市 土居 寿孝  日の出会介護老人保健施設サンライズ壱岐 819-0043 福岡市西区野方1-16-26 092-812-5010
福岡市 中垣 健  中垣内科小児科医院 810-0054 福岡市中央区今川1-24-27 092-741-7158
福岡市 永野 喜信  医療法人永野病院 812-0861 福岡市博多区浦田1-31-1 092-504-0611
福岡市 野上 裕子  独立行政法人国立病院機構福岡病院 811-1351 福岡市南区屋形原4-39-1 092-565-5534
福岡市 正木 公子  社団法人福岡医療団千鳥橋病院 812-8633 福岡市博多区千代5-18-1 092-641-2761
福岡市 御厨 学  なごみ泌尿器科クリニック 810-0055 福岡市中央区黒門2-31佐藤ビル2Ｆ 092-718-0753
福岡市 村田 詳子  医療法人財団博愛会博愛会病院 810-0034 福岡市中央区笹丘1-28-25 092-741-2626
福岡市 森園 哲夫  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
筑紫 井本 鴻作  医療法人鴻佑井本内科小児科医院 816-0943 大野城市白木原3-8-16 092-581-1421
筑紫 鶴田 藤男  医療法人鶴田内科医院 818-0105 太宰府市都府楼南2-1-1 092-924-3051
筑紫 隈本 健司  医療法人文杏堂杉病院 818-0072 筑紫野市二日市中央1-3-2 092-923-6666
筑紫 陣内 敬文  医療法人陣の内脳神経外科クリニック 816-0802 春日市春日原北町3-63 092-582-3232
筑紫 久冨 光一  医療法人健修会久冨内科医院 816-0971 大野城市牛頸3-2-5 092-589-2801
筑紫 松隈 義則  医療法人まつくま小児科クリニック 816-0934 大野城市曙町1-3-30 092-592-8008
筑紫 丸山 直人  医療法人恵山会丸山病院 818-0133 太宰府市坂本1-4-6 092-922-9001
筑紫 山田 晋一  山田小児科医院 818-0056 筑紫野市二日市北2-1-3 092-922-2665
筑紫 良永 智彦  良永医院 818-0023 筑紫野市若江187 092-926-2903
筑紫 渡辺 保幸  医療法人社団渡辺病院 816-0861 春日市岡本1-105 092-571-1777
糸島 中塚 昭男  医療法人誠心会井上病院 819-1104 糸島市波多江699-1 092-322-3437
糸島 北島 研  一般社団法人糸島医師会病院 819-1112 糸島市浦志532-1 092-322-3631
糸島 冨満 久教  医療法人ＯＭＣ大塚内科神経内科医院 819-1116 糸島市前原中央2-4-17 092-331-9010
糸島 古川 文隆  医療法人古川医院 819-1118 糸島市前原北1-10-36 092-322-2059
糸島 山之内 良雄  一般社団法人糸島医師会病院 819-1112 糸島市浦志532-1 092-322-3631
粕屋 入江 勝一  医療法人いりえ小児科医院 811-2131 糟屋郡宇美町貴船1-11-6 092-932-9600
粕屋 王子 淳  王子産婦人科医院 811-2113 糟屋郡須恵町須恵377-157 092-933-5050
粕屋 緒方 雅彦  医療法人みなみ粕屋南病院 811-2101 糟屋郡宇美町宇美10-87 092-933-7171
粕屋 甲斐 須奈子  医療法人誠信会甲斐クリニック 811-2246 糟屋郡志免町片峰中央3-15-1 092-935-2531
粕屋 川﨑 厚  川﨑内科医院 811-0121 糟屋郡新宮町美咲2-8-7 092-962-1931
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粕屋 木元 克治  一般財団法人西日本産業衛生会若杉病院 811-2416 糟屋郡篠栗町田中275 092-947-0511
粕屋 竹内 実  たけうち皮膚科クリニック 811-2101 糟屋郡宇美町宇美4-1-3 092-933-7040
粕屋 竹村 努  医療法人竹村医院 811-0112 糟屋郡新宮町下府5-12-7 092-962-0846
粕屋 藤 伸裕  藤産婦人科医院 811-2405 糟屋郡篠栗町篠栗4868-7 092-947-0358
粕屋 中嶋 保則  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 仁位 泰樹  にい皮フ科クリニック 811-2202 糟屋郡志免町志免1686-1 092-936-4112
粕屋 原口 彰  原口形成外科・皮ふ科クリニック 811-2308 糟屋郡粕屋町大字内橋325-7レジデンス内橋101 092-938-7841
粕屋 満安 清孝  医療法人満安内科医院 811-2205 糟屋郡志免町別府3-10-5 092-936-7200
粕屋 吉松 秀則  医療法人社団正信会水戸病院 811-2298 糟屋郡須恵町旅石115-483 092-935-3755
宗像 安部 純史  安部ひ尿器皮ふクリニック 811-4184 宗像市くりえいと1-5-7 0940-38-8800
宗像 石田 清  石田レディースクリニック 811-3211 福津市有弥の里2-10-17 0940-35-8080
宗像 市川 晃治郎  福津内科クリニック 811-3217 福津市中央4-20-17 0940-43-8282
宗像 上野 一弘  医療法人聖一会上野循環器科・内科医院 811-3405 宗像市須恵1-16-19 0940-33-3080
宗像 片山 諒一  医療法人片山医院 811-3406 宗像市稲元1035-6 0940-32-3269
宗像 片山 眞里子  医療法人片山医院 811-3406 宗像市稲元1035-6 0940-32-3269
宗像 久能 義也  宗像久能病院 811-4143 宗像市三郎丸5-1-15 0940-32-0315
宗像 齋藤 学   医療法人コールメディカルクリニック福岡 811-3516 宗像市公園通り1-9-3 0940-62-8355
宗像 中嶋 康幸  医療法人恒樹会なかしま眼科医院 811-3217 福津市中央4-20-10 0940-34-3188
宗像 中須賀 一太  中須賀内科循環器科 811-3214 福津市花見が丘1-5-15 0940-42-2100
宗像 古野 陽一郎  古野内科・循環器科医院 811-3219 福津市西福間2-5-23 0940-34-9090
宗像 松永 伸二  医療法人まつなが小児科医院 811-3311 福津市宮司浜3-22-24 0940-52-4363
宗像 宮原 道生  宮原小児科医院 811-4174 宗像市自由ヶ丘西町2-5 0940-33-5120
宗像 本村 主生  医療法人本村内科医院 811-4163 宗像市自由ヶ丘3-3-8 0940-33-0080
宗像 吉澤 僖章  吉澤小児科内科医院 811-3425 宗像市日の里5-1-17 0940-36-2833
宗像 久能 治子  宗像久能病院 811-4143 宗像市三郎丸5-1-15 0940-32-0315

直方鞍手 松本 髙宏  独立行政法人地域機能推進機構福岡ゆたか中央病院 822-0001 直方市大字感田523-5 0949-26-2311
直方鞍手 水町 義信  水町クリニック 822-0002 直方市頓野1857-1 0949-26-8255
直方鞍手 青見 賢明  青見胃腸・内視鏡内科クリニック 822-0033 直方市上新入2490-7 0949-22-2600
直方鞍手 許田 重律  医療法人相生会宮田病院附属山桜クリニック 823-0003 宮若市本城723 0949-34-1200
直方鞍手 田中 康司  田中産婦人科クリニック 822-0002 直方市頓野1027 0949-26-8868
直方鞍手 田中 圭一  医療法人笠松会有吉病院 823-0015 宮若市上有木397-1 0949-33-3020
直方鞍手 戸田 幸博  戸田医院 822-0011 直方市中泉401 0949-22-2114

田川 原 靖  原クリニック 826-0041 田川市弓削田1165-1 0947-44-1133
田川 秋吉 一明  秋吉整形外科医院 826-0026 田川市春日町2-4 0947-44-0032
飯塚 安達 普至  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 安藤 廣美  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 今川 英二  日本赤十字社福岡県支部嘉麻赤十字病院 821-0012 嘉麻市上山田1237 0948-52-0861
飯塚 内田 孝之  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 海老 規之  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 金本 孝樹  日本赤十字社福岡県支部嘉麻赤十字病院 821-0012 嘉麻市上山田1237 0948-52-0861
飯塚 河野 雅洋  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 向野 利一郎  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 佐藤 直市  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 中武 純二  医療法人中武眼科クリニック 820-0043 飯塚市西町2-11 0948-22-8082
飯塚 橋本 彰二  医療法人永和会末永病院 820-0066 飯塚市幸袋124-1 0948-22-3315
飯塚 日高 武邦  医療法人社団親和会共立病院 820-0044 飯塚市横田770-3 0948-22-0725
飯塚 細川 清  細川小児科内科医院 820-0001 飯塚市鯰田1772 0948-22-1088
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飯塚 増本 陽秀  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 猪島 尚子  社会福祉法人恩賜財団済生会福岡県済生会飯塚嘉穂病院 820-0076 飯塚市太郎丸265 0948-22-3740

久留米 阿部 俊文  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 稲田 千鶴子  稲田内科クリニック 830-0039 久留米市花畑1-23-2西鉄花畑駅ビル2Ｆ 0942-46-8255
久留米 齋藤 如由  医療法人社団五雲堂齋藤醫院 830-0041 久留米市白山町390 0942-34-3110
久留米 佐藤 雄一  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 星野 弘也  星野医院 830-0001 久留米市小森野4-9-15 0942-39-0500
久留米 丸田 耕司  丸田皮膚科 830-0061 久留米市津福今町276-8 0942-38-1252
久留米 宮嶋 諭  医療法人産科・婦人科みやじまクリニック 830-0074 久留米市大善寺町夜明397-1 0942-51-3188
久留米 薬師寺 道則  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 葉 清泉  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 吉田 健治  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 渡辺 秀明  産科婦人科渡辺レディースクリニック 839-0863 久留米市国分町224-15 0942-21-1103
久留米 赤司 朋之  医療法人赤司内科医院 839-0814 久留米市山川追分1-7-12 0942-44-2095
久留米 小松 滋  医療法人日新会久留米記念病院 839-0809 久留米市東合川8-8-22 0942-45-1811
久留米 坂田 美子  アルカディアクリニック 839-0801 久留米市宮ノ陣4-28-10 0942-33-8877
久留米 櫻井 斉司  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
久留米 髙本 哲郎  株式会社ブリヂストン久留米診療所 830-0022 久留米市城南町1-1 0942-32-2664
久留米 田中 眞紀  独立行政法人地域医療機能推進機構ＪＣＨＯ久留米総合病院 830-0013 久留米市櫛原町21 0942-33-1211
久留米 堤 薫子  つつみ内科医院 839-0851 久留米市御井町2241-4 0942-44-0941
久留米 富永 正樹  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 三橋 拓之  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
大牟田 大久保 修吉  大久保医院 836-0046 大牟田市本町3-1-6 0944-52-2315
大牟田 織田　 俊介  医療法人完光会今野病院 836-0874 大牟田市末広町5-2 0944-52-5580
大牟田 古賀 浩介  こがクリニック 837-0904 大牟田市大字吉野1610-1 0944-50-1800
大牟田 古賀 英昭  医療法人古賀皮膚科医院 837-0916 大牟田市大字田隈260-1 0944-51-4485
大牟田 坂本 慶博 坂本内科医院 836-0872 大牟田市黄金町1-294 0944-51-3200
大牟田 塩谷 信行  （医）塩谷眼科医院 837-0914 大牟田市大字宮部156 0944-52-5494
大牟田 菅原 謙三  菅原病院 836-0072 大牟田市上屋敷町1-1-3 0944-55-1212
大牟田 徳永 雄一郎  医療法人社団新光会不知火病院 836-0004 大牟田市大字手鎌1800 0944-55-2000
大牟田 友永 正明  医療法人友永医院 836-0897 大牟田市青葉町31-3 0944-52-2523
大牟田 永江 守  永江医院 836-0013 大牟田市中町2-4-3 0944-53-5921
大牟田 中島 利男  （医）中島整形外科医院 837-0917 大牟田市大字草木572-1 0944-52-5033
大牟田 林 亜紀 ひまわり眼科大牟田 836-0037 大牟田市岬町3-4イオンモール大牟田１Ｆ 0944-32-8831
大牟田 林田 健一郎  林田クリニック 836-0806 大牟田市東新町1-1-2 0944-57-2105
大牟田 溝手 博義  大牟田中央病院 837-0924 大牟田市大字歴木1841 0944-53-5111
大牟田 今泉 登史宏  いまいずみ内科・脳神経内科 839-0213 みやま市高田町江浦586-2 0944-22-2255
大牟田 岩井 由美子  （医）岩井外科胃腸科医院 837-0915 大牟田市大字久福木82-1 0944-52-6565
大牟田 名取 省一  医療法人明星会三宅病院 836-0806 大牟田市東新町2-2-5 0944-55-3000
大牟田 平田 知滋  平田小児科内科医院 837-0924 大牟田市大字歴木1807-164 0944-52-4195

八女筑後 井上 光昭  井上クリニック 834-0031 八女市本町2-725 0943-30-2020
八女筑後 江上 純一  医療法人江上内科クリニック 834-0031 八女市本町字五丁野2-63 0943-24-0113
八女筑後 岡村 泰賢  医療法人岡村医院 834-0085 八女市立花町北山822-3 0943-23-2770
八女筑後 吉田 正  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 浦口 憲一郎  医療法人柳育会柳病院 834-0006 八女市吉田2-1 0943-23-2176
八女筑後 大内田 昌直  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 姫野 亜紀裕  医療法人八女発心会姫野病院 834-0115 八女郡広川町大字新代2316 0943-32-3611
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八女筑後 福本 晃雄  医療法人柳育会八女リハビリ病院 834-0006 八女市吉田2220-1 0943-23-7272

朝倉 石井 邦英  （社）朝倉医師会病院 838-0069 朝倉市来春422-1 0946-23-0077
朝倉 佐々木 誠人  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 小川 紘太郎  小川内科胃腸科医院 838-0068 朝倉市甘木1971 0946-22-2130
朝倉 小川 恭子  小川内科胃腸科医院 838-0068 朝倉市甘木1971 0946-22-2130
朝倉 古賀 章正  古賀循環器内科クリニック 838-0062 朝倉市堤653-1 0946-21-0011
朝倉 重松 浩成  重松医院 838-1511 朝倉市杷木池田713-4 0946-62-0721

小郡三井 牛嶋 春生  （医）牛島産婦人科クリニック 838-0143 小郡市小板井494-1 0942-73-3955
小郡三井 永田 正和  （医）永田皮膚科医院 838-0144 小郡市祇園2-2-10 0942-73-0077
小郡三井 古川 哲也  （医）古川医院 838-0141 小郡市小郡330-18 0942-72-2415
小郡三井 松隈 孝則  松隈産婦人科クリニック 838-0141 小郡市小郡1504-8 0942-73-3511
小郡三井 松行 眞門  医療法人まつゆき小児科医院 830-1122 久留米市北野町今山471 0942-78-3105
小郡三井 肥山 淳一郎  ひやまクリニック呼吸器内科 838-0127 小郡市大崎1020-2 0942-23-8550
小郡三井 梯 龍一  梯医院 838-0144 小郡市祇園1-4-3 0942-72-2800
小郡三井 富安 祥尚  医療法人祥成会富安医院 838-0122 小郡市松崎764 0942-73-1271
小郡三井 山下 拓郎  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 酒井 照記  酒井内科胃腸科医院 830-0416 三潴郡大木町大字八町牟田268-1 0944-33-1109
大川三潴 寺崎 茂宏  （医）寺崎医院 830-0207 久留米市城島町城島252-2 0942-62-3336
大川三潴 中村 真也  医療法人中村眼科医院 831-0016 大川市酒見11-1 0944-87-1618
柳川山門 阿部 順一  医療法人阿部皮膚科医院 835-0024 みやま市瀬高町下庄1722-1 0944-62-3404
柳川山門 入江 章  医療法人健寿会入江内科小児科医院 835-0021 みやま市瀬高町本郷1825-3 0944-62-3552
柳川山門 岡部 勉  医療法人おかべ泌尿器科・皮フ科クリニック 832-0059 柳川市下宮永町151-3 0944-74-5030
柳川山門 小西 健一  医療法人健翔会こにし眼科 832-0824 柳川市三橋町藤吉513-1 0944-75-4110
柳川山門 三田村 民夫  医療法人みたむらクリニック 832-0058 柳川市上宮永町83-1 0944-74-2020

浮羽 深川 良二  （医）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
浮羽 鳥越 光  医療法人鳥越胃腸科外科医院 839-1321 うきは市吉井町911-1 0943-75-4185


