
No. 郡市区医師会名 氏名 医療機関名 郵便番号 住所 電話番号

1 北九州市門司 香月 きょう子 池田医院 801-0873 北九州市門司区東門司2-9-13 093-321-2659

2 北九州市門司 佐藤 薫 公益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

3 北九州市門司 野田 健一 大嶋医院 800-0025 北九州市門司区柳町1-9-16 093-381-1743

4 北九州市門司 眞鍋 祐美子 医療法人眞秋会 あきたけ医院 801-0873 北九州市門司区東門司2-4-18 093-321-0541

5 北九州市小倉 石橋 龍之 医療法人石橋胃腸内科医院 803-0274 北九州市小倉南区長尾4-33-8 093-451-6558

6 北九州市小倉 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

7 北九州市小倉 金子 和裕 金子クリニック 802-0023 北九州市小倉北区下富野2-10-29 093-953-7002

8 北九州市小倉 塩道 信一 医療法人錦会小倉中井病院 803-0836 北九州市小倉北区中井5-11-8 093-581-0181

9 北九州市小倉 白石 慶 医療法人白石胃腸科内科医院 803-0851 北九州市小倉北区木町3-10-16 093-581-0392

10 北九州市小倉 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

11 北九州市小倉 髙野 浩一 医療法人堀内医院 803-0831 北九州市小倉北区日明3-5-4 093-571-8886

12 北九州市小倉 田尻 鉄郎 医療法人快栄会かもめ医院 802-0032 北九州市小倉北区赤坂1-8-7 093-521-0500

13 北九州市小倉 堤 康博 医療法人成康会堤小倉病院 802-0835 北九州市小倉南区大字堀越358 093-962-1950

14 北九州市小倉 長崎 修二 在宅サポートながさきクリニック 803-0844 北九州市小倉北区真鶴1-4-11 093-562-0900

15 北九州市小倉 中村 俊香 医療法人としか内科循環器科医院 800-0207 北九州市小倉南区沼緑町5-3-2 093-474-2223

16 北九州市小倉 濵口 欣也 医療法人濵口産婦人科クリニック 803-0841 北九州市小倉北区清水2-14-20 093-561-0776

17 北九州市八幡 石橋 尚範 医療法人石橋医院 807-1133 北九州市八幡西区馬場山緑1-6 093-618-5123

18 北九州市八幡 伊藤 重彦 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

19 北九州市八幡 今井 伸恵 今井医院 807-0077 北九州市八幡西区沖田2-17-1 093-613-3555

20 北九州市八幡 北村 昌之 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

21 北九州市八幡 榊原 成純 医療法人榊原クリニック 807-1261 北九州市八幡西区木屋瀬1-24-16 093-618-5500

22 北九州市八幡 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

23 北九州市八幡 二階堂 義彦 医療法人おひさま二階堂内科呼吸器科クリニック 807-0803 北九州市八幡西区千代ヶ崎3-1-12 093-693-0099

24 北九州市八幡 平田 静弘 医療法人ひらたクリニック 805-0061 北九州市八幡東区西本町3-6-1 093-663-1415

25 北九州市八幡 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

26 北九州市八幡 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

27 北九州市戸畑 安藤 俊行 安藤整形外科医院 804-0013 北九州市戸畑区境川2-16-10 093-871-5280

28 北九州市戸畑 池園 洋 医療法人池園医院 804-0011 北九州市戸畑区中原西3-2-10 093-871-2068

29 北九州市戸畑 田中 公晴 幸町外科医院 804-0081 北九州市戸畑区千防3-6-19 093-871-2518
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30 北九州市戸畑 田中 友晴 幸町外科医院 804-0081 北九州市戸畑区千防3-6-19 093-871-2518

31 北九州市若松 掛田 要子 介護老人保健施設グリーンヒル若松 808-0139 北九州市若松区大字小敷ひびきの1-10-1 093-742-0033

32 北九州市若松 村上 吉博 医療法人弘生会村上外科胃腸科医院 808-0103 北九州市若松区二島3-2-42 093-791-0552

33 遠賀中間 打和 靖宏 医療法人うちわ内科クリニック 807-0022 遠賀郡水巻町頃末北4-2-30 093-201-0745

34 遠賀中間 近藤 英昭 こんどう胃腸科外科医院 811-4236 遠賀郡岡垣町海老津駅前7-16 093-283-0101

35 遠賀中間 田中 正純 医療法人ひびきたなか内科胃腸科医院 811-4303 遠賀郡遠賀町今古賀631-1 093-293-8088

36 遠賀中間 津田 文史朗 医療法人つだ小児科医院 807-0006 遠賀郡水巻町梅ノ木団地1-80 093-202-3270

37 遠賀中間 永渕 一光 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283-7 093-222-2931

38 遠賀中間 矢田 親一朗 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

39 京都 田尻 博敬 たじり消化器・肝臓内科クリニック 800-0361 京都郡苅田町神田町3-3-25 093-436-0138

40 豊前築上 古賀 康八郎 医療法人こが内科 828-0032 豊前市大字三楽140-2 0979-82-2011

41 豊前築上 宮部 亨介 医療法人湊会宮部病院 829-0311 築上郡築上町大字湊336 0930-56-0038

42 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

43 福岡市 稲光 毅 医療法人ＩＳＣ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レイナ拾六町1Ｆ 092-895-1161

44 福岡市 入江 東吾 医療法人入江内科医院 810-0041 福岡市中央区大名2-4-22 092-771-2223

45 福岡市 岡田 享子 九州総合診療クリニック 812-0011 福岡市博多区博多駅前3-25-21 092-482-1600

46 福岡市 香月 祐介 香月医院 814-0033 福岡市早良区有田5-1-30 092-801-6267

47 福岡市 加藤 眞理 医療法人三恵外科医院 814-0003 福岡市早良区城西2-6-21 092-841-0114

48 福岡市 嘉村 好峰 かむら大腸・肛門クリニック 819-0381 福岡市西区泉2-1-26 092-807-7077

49 福岡市 菊池 仁志 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

50 福岡市 北島 研 学校法人福岡大学福岡大学病院 814-0180 福岡市城南区七隈7-45-1 092-801-1011

51 福岡市 國﨑 真 医療法人國﨑真クリニック 819-0168 福岡市西区今宿駅前1-702-1 092-805-5050

52 福岡市 神代 龍之介 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

53 福岡市 迫 重樹 医療法人迫内科循環器科クリニック 810-0022 福岡市中央区薬院4-1-26-205 092-533-5230

54 福岡市 笹栗 学 ささぐり内科循環器科クリニック 815-0075 福岡市南区長丘3-3-8JGMﾛｲﾔﾙﾋﾙｽﾞ長丘の杜1F 092-512-8378

55 福岡市 調 一樹 調医院 814-0006 福岡市早良区百道1-18-31 092-822-3855

56 福岡市 神宮 純江 自宅会員

57 福岡市 末松 知眞 内科循環器科末松医院 810-0005 福岡市中央区清川3-14-10 092-531-2506

58 福岡市 菅 康三 医療法人康栄会菅医院 811-1103 福岡市早良区四箇6-14-5 092-812-3105

59 福岡市 杉田 俊介 杉田脳神経外科クリニック 814-0121 福岡市城南区神松寺2-12-6 092-874-1170

60 福岡市 添島 國統 添島内科医院 813-0031 福岡市東区八田1-14-13 092-691-3663



No. 郡市区医師会名 氏名 医療機関名 郵便番号 住所 電話番号

61 福岡市 髙木 忠博 医療法人脳神経外科クリニック高木 814-0014 福岡市早良区弥生1-4-8 092-844-1211

62 福岡市 髙野 壮史 医療法人髙野胃腸科医院 812-0061 福岡市東区筥松2-24-11 092-622-1461

63 福岡市 武富 正夫 たけとみ耳鼻咽喉科クリニック 814-0033 福岡市早良区有田5-23-27 092-873-8717

64 福岡市 田中 耕太郎 御所ヶ谷ホームクリニック 810-0073 福岡市中央区舞鶴1-6-1 092-739-8525

65 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1-3-70 092-833-0251

66 福岡市 辻 裕二 医療法人辻内科クリニック 813-0034 福岡市東区多の津1-7-1 092-622-5800

67 福岡市 津田 泰夫 医療法人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

68 福岡市 寺澤 正壽 医療法人寺沢病院 815-0084 福岡市南区市崎1-14-11 092-521-1381

69 福岡市 中手 素子 もとこクリニック祇園 812-0038 福岡市博多区祇園町2番8号ﾘｱﾝ祇園ﾋﾞﾙ2F 092-282-4114

70 福岡市 仲吉 則雄 なかよし眼科クリニック 814-0171 福岡市早良区野芥7-19-35 092-871-6666

71 福岡市 西野 雅博 にしのクリニック 814-0104 福岡市城南区別府4-1-25 092-834-5898

72 福岡市 林 有紀 林内科クリニック 810-0001 福岡市中央区天神2-3-2-6F 092-737-7277

73 福岡市 原 祐一 医療法人ホームケアホームケアクリニック 813-0032 福岡市東区土井1-21-1サンコービル4Ｆ 092-691-8670

74 福岡市 日吉 雄一 日吉内科消化器科医院 814-0033 福岡市早良区有田2-14-30 092-847-2388

75 福岡市 平野 雅士 医療法人和信会平野医院 810-0033 福岡市中央区小笹2-1-5 092-531-1047

76 福岡市 藤川 尚宏 医療法人遊行会藤川メディケアクリニック 812-0008 福岡市博多区東光2-22-25 092-432-6166

77 福岡市 船越 裕登 船越内科医院 810-0003 福岡市中央区春吉2-2-17 092-761-1912
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78 福岡市 松尾 慶子 医療法人まつおクリニック 819-0373 福岡市西区周船寺1-1-33 092-807-7788

79 福岡市 松田 峻一良 医療法人永聖会松田耳鼻咽喉科病院 812-0053 福岡市東区箱崎2-10-2 092-651-0522

80 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2-31 092-718-0753

81 福岡市 光安 元夫 医療法人光安整形外科 810-0062 福岡市中央区荒戸2-3-26 092-741-5093

82 福岡市 三宅 恒徳 医療法人愛生会三宅内科クリニック 810-0022 福岡市中央区薬院2-5-15 092-741-2705

83 福岡市 宮脇 龍一郎 医療法人親愛天神クリニック 810-0001 福岡市中央区天神2-12-1天神ビル3Ｆ 092-721-3574

84 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

85 福岡市 本村 明 医療法人ＡＴＨもとむらクリニック 814-0132 福岡市城南区干隈2-8-28 092-404-1584

86 福岡市 森 幸司 医療法人森クリニック 812-0027 福岡市博多区下川端町8-16 092-291-2270

87 福岡市 矢野 祐二 医療法人やの内科胃腸科クリニック 815-0037 福岡市南区玉川町5-19 092-512-7560

88 福岡市 山路 浩三郎 医療法人浩友会やまじ内科クリニック 812-0018 福岡市博多区住吉5-18-9松口ビル1Ｆ 092-292-8910

89 福岡市 横山 俊宏 医療法人横山内科医院 814-0113 福岡市城南区田島4-22-40 092-862-0550

90 筑紫 鹿子生 健一 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

91 筑紫 木村 聡 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

92 筑紫 二宮 寛 医療法人文佑会原病院 816-0943 大野城市白木原5-1-15 092-581-1631

93 筑紫 原 文昭 医療法人原外科医院 816-0943 大野城市白木原5-3-11 092-591-2122

94 筑紫 原 文彦 医療法人文佑会原病院 816-0943 大野城市白木原5-1-15 092-581-1631

95 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

96 糸島 田中 仁 医療法人社団昭友会たなかクリニック 819-1123 糸島市神在1378-3 092-322-2031

97 糸島 福與 健二郎 医療法人福生会フクヨ内科医院 819-1102 糸島市高田4-24-1 092-324-0676

98 糸島 山本 雄正 医療法人八春会小富士病院 819-1331 糸島市志摩久家2400 092-328-2334

99 粕屋 青戸 雄司 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

100 粕屋 池田 幹久 いけだ内科クリニック 811-3114 古賀市舞の里3-17-10 092-944-3225

101 粕屋 加野 資典 医療法人豊資会加野クリニック 811-3111 古賀市花見南1-2-15 092-944-1212

102 粕屋 古賀 英幸 医療法人愛頌会こがファミリー内科循環器内科 811-3123 古賀市米多比1515-1 092-946-3131

103 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

104 粕屋 白橋 由美子 医療法人社団正信会水戸病院 811-2298 糟屋郡須恵町大字旅石115-483 092-935-3755

105 粕屋 武市 尚久 武市クリニック 811-3114 古賀市舞の里3-8-14 092-943-1155

106 粕屋 堤 啓 医療法人堤医院 811-3134 古賀市青柳821-1 092-944-2230

107 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

108 粕屋 中山 影親 医療法人中山内科胃腸科医院 811-3101 古賀市天神3-7-27 092-943-8831



No. 郡市区医師会名 氏名 医療機関名 郵便番号 住所 電話番号

109 粕屋 増田 住博 医療法人社団正信会水戸病院 811-2298 糟屋郡須恵町大字旅石115-483 092-935-3755

110 宗像 今村 昌平 いきまる内科クリニック 811-4163 宗像市自由ヶ丘9-1-1 0940-39-8282

111 宗像 上田 由起 医療法人寛晴会みやじ参道クリニック 811-3305 福津市宮司2-1-50 0940-39-3376

112 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

113 宗像 鴨川 隆彦 医療法人鴨川内科循環器科医院 811-4145 宗像市陵厳寺1-12-8 0940-32-2426

114 宗像 栗田 知幸 医療法人Ｌｉｖｅｌｏｎｇくりた耳鼻咽喉科 811-4184 宗像市くりえいと2-3-17 0940-39-3939

115 宗像 中須賀 一太 医療法人中須賀内科循環器内科 811-3214 福津市花見が丘1-5-15 0940-42-2100

116 宗像 古野 貴 医療法人勝浦クリニック 811-3521 福津市勝浦3154-2 0940-52-0830

117 宗像 松久保 耕作 医療法人あかま整形クリニック 811-4173 宗像市栄町3-5 0940-35-6440

118 直方鞍手 阿座上 志朗 医療法人健心会阿座上内科循環器科クリニック 822-0002 直方市頓野3826-1 0949-29-1070

119 直方鞍手 太田 守行 太田医院 822-0031 直方市植木1178-2 0949-28-0054

120 直方鞍手 戸田 幸博 戸田医院 822-0011 直方市中泉401 0949-22-2114

121 直方鞍手 永松 悠二 医療法人永松内科胃腸科医院 822-0002 直方市頓野1532-1 0949-26-7750

122 田川 今村 克郎 田川市立病院 825-8567 田川市大字糒1700-2 0947-44-2100

123 田川 川口 浩 川口医院 824-0602 田川郡添田町大字添田2093-3 0947-82-0322

124 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

125 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

126 田川 中山 雅文 医療法人中山内科消化器科医院 826-0042 田川市川宮大藪1478-8 0947-44-1843

127 田川 百武 宏幸 医療法人百武医院 825-0001 田川市大字伊加利2195-26 0947-42-9100

128 田川 宮城 佳昭 医療法人養生会宮城内科胃腸科医院 824-0602 田川郡添田町大字添田1012-1 0947-82-0008

129 田川 吉田 豊和 吉田医院 822-1302 田川郡糸田町大熊4145-2 0947-22-4642

130 飯塚 大森 聖也 大森外科医院 820-0201 嘉麻市漆生1579-1 0948-42-0606

131 飯塚 兒嶋 良太 医療法人洗心会児嶋病院 820-0045 飯塚市花瀬87-1 0948-22-1498

132 久留米 淡河 治 淡河医院 830-0071 久留米市安武町武島399 0942-27-2504

133 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

134 久留米 永田 剛 医療法人社団久英会高良台リハビリテーション病院 830-0054 久留米市藤光町965-2 0942-51-3838

135 久留米 名護 健 学校法人久留米大学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

136 久留米 日髙 滋紀 医療法人日高整形外科病院 830-0053 久留米市藤山町湯納楚1644-5 0942-22-5700

137 久留米 山崎 剛 医療法人南溟会はくあいクリニック 839-0863 久留米市国分町223-1 0942-21-4857

138 大牟田 五十嵐 英哉 社会医療法人親仁会中友診療所 836-0032 大牟田市新地町6-1 0944-53-5009

139 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



No. 郡市区医師会名 氏名 医療機関名 郵便番号 住所 電話番号

140 大牟田 植田 知宏 植田医院 837-0906 大牟田市大字倉永76 0944-58-0314

141 大牟田 富安 信夫 こはまクリニック 836-0034 大牟田市小浜町95-6 0944-41-8800

142 大牟田 蓮澤 浩明 医療法人信和会大牟田保養院 836-0872 大牟田市黄金町1-178 0944-52-3012

143 大牟田 東 秀樹 医療法人静光園白川病院 837-0926 大牟田市上白川町1-146 0944-53-4173

144 大牟田 横倉 義武 社会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

145 大牟田 横倉 義典 社会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

146 八女筑後 小林 洋 医療法人愛洋香小林レディースクリニック 833-0027 筑後市大字水田993-1 0942-53-0012

147 八女筑後 馬田 裕二 馬田医院 833-0031 筑後市山ノ井330 0942-53-2563

148 八女筑後 山本 喜一郎 医療法人翔山会やまもと内科循環器科医院 833-0033 筑後市大字上北島字七反田312-7 0942-51-1110

149 朝倉 古賀 章正 医療法人良信会古賀循環器内科クリニック 838-0062 朝倉市堤653-1 0946-21-0011

150 朝倉 古賀 丈晴 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

151 朝倉 山鹿 昭彦 山鹿医院 838-1521 朝倉市杷木志波4853 0946-62-0501

152 小郡三井 田中 泰之 医療法人秋桜会田中内科医院 830-1122 久留米市北野町今山639-5 0942-78-4156

153 小郡三井 恒吉 俊美 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

154 大川三潴 秋田 章二 医療法人秋田クリニック 831-0026 大川市三丸485-1 0944-86-2863

155 柳川山門 青山 一利 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

156 柳川山門 大城 昌平 医療法人大城医院 832-0056 柳川市矢留本町30 0944-73-2427

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

158 浮羽 戸次 鎮史 医療法人原鶴温泉病院 839-1304 うきは市吉井町千年628 0943-75-3135


