
No. 郡市区医師会名 氏名 医療機関名 郵便番号 住所

1 北九州市門司 島 留美 医療法人長田医院 801-0803 北九州市門司区田野浦1-6-1

2 北九州市門司 八坂 明日香 あすかクリニック 800-0025 北九州市門司区柳町1-9-22

3 北九州市小倉 岩田 定幸 いわた医院 800-0236 北九州市小倉南区下貫1-2-24

4 北九州市小倉 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

5 北九州市小倉 木原 康之 医療法人きはら内科クリニック 802-0062 北九州市小倉北区片野新町3-1-1-201

6 北九州市小倉 古賀 亜希子 古賀クリニック 802-0983 北九州市小倉南区志徳2-6-15-101

7 北九州市小倉 古賀 康夫 古賀クリニック 802-0983 北九州市小倉南区志徳2-6-15-101

8 北九州市小倉 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

9 北九州市小倉 良永 宇由 医療法人良永医院 802-0816 北九州市小倉南区若園3-1-25

10 北九州市八幡 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

11 北九州市八幡 三浦 力 医療法人三浦医院 805-0067 北九州市八幡東区祇園2-11-10

12 北九州市戸畑 秋野 由紀 社会福祉法人北九州市手をつなぐ育成会　いくせいかい診療所 804-0064 北九州市戸畑区沖台2-4-8-3F

13 北九州市戸畑 島 一郎 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

14 北九州市戸畑 田中 晴生 幸町外科医院 804-0094 北九州市戸畑区天神2-1-8

15 北九州市戸畑 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

16 北九州市若松 佐藤 公一 佐藤医院 808-0105 北九州市若松区鴨生田2-9-12

17 京都 重見 和也 医療法人重見医院 800-0361 京都郡苅田町神田町2-30-1

18 京都 松本 美香 医療法人行橋クリニック 824-0031 行橋市西宮市1-7-21

19 京都 村上 忠誌 村上整形外科医院 824-0001 行橋市行事7-23-38

20 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

21 豊前築上 野中 史郎 医療法人野中内科クリニック 871-0914 築上郡上毛町大字宇野1050-1

22 豊前築上 福田 幹 医療法人福田医院 871-0914 築上郡上毛町大字宇野246-1
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23 福岡市 上野 久美子 うえの内科クリニック 813-0016 福岡市東区香椎浜4-1-9

24 福岡市 上野 俊幸 うえの内科クリニック 813-0016 福岡市東区香椎浜4-1-9

25 福岡市 増田 登 増田内科小児科医院 812-0054 福岡市東区馬出5-35-17

26 福岡市 福冨 崇能 福冨内科クリニック 810-0045 福岡市中央区草香江2-11-30-703

27 福岡市 井上 仁人 医療法人井上内科医院 810-0001 福岡市中央区天神1-2-30

28 福岡市 浦川 周一 岡部・浦川クリニック 810-0022 福岡市中央区薬院2-13-10 ルブラン薬院1Ｆ

29 福岡市 袋野 和義 ふくろのクリニック 810-0045 福岡市中央区草香江1-8-39

30 福岡市 植田 直之 医療法人植田クリニック 815-0033 福岡市南区大橋1-14-5ＴＡＫＥ-1ビル2Ｆ

31 福岡市 岡本 潔 岡本医院 811-1365 福岡市南区皿山2-3-19

32 福岡市 柴田 惠介 医療法人しばた内科クリニック 819-0044 福岡市西区生松台2-13-14

33 福岡市 石西 貴 医療法人石西整形外科医院 814-0175 福岡市早良区田村5-2-1

34 福岡市 田中 隆 医療法人田中クリニック 814-0033 福岡市早良区有田8-1-5

35 福岡市 千原 純一 医療法人ちはら内科医院 814-0022 福岡市早良区原6-23-30

36 福岡市 中本 浩史 医療法人楽天堂廣橋クリニック 811-1102 福岡市早良区東入部6-15-9

37 福岡市 西 秀博 西内科医院 814-0022 福岡市早良区原3-8-23西内科医院

38 福岡市 武田 韻諭 りゅう・たけだクリニック 819-0046 福岡市西区西の丘3-28-6

39 福岡市 山口 幸二 国家公務員共済組合連合会福岡合同庁舎診療所 814-0005 福岡市早良区祖原18-11

40 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

41 筑紫 嘉川 裕康 医療法人芙蓉会筑紫南ヶ丘病院 818-0121 太宰府市青山4-17-27

42 糸島 平野 玄竜 医療法人ひらの内科クリニック 819-1105 糸島市潤3-20-3

43 粕屋 田上 和夫 医療法人うえの病院 811-2202 糟屋郡志免町志免2-10-20

44 粕屋 中西 眞之 医療法人中西内科クリニック 811-2101 糟屋郡宇美町宇美4-1-3

45 粕屋 波多江 登喜子 社会医療法人栄光会栄光会ファミリークリニック 811-2205 糟屋郡志免町別府2-2-1

46 宗像 上妻 隆秀 医療法人宗隆会上妻整形外科医院 811-3217 福津市中央5-24-7

47 宗像 小島 武士 医療法人こじまクリニック 811-3304 福津市津屋崎3-16-20

48 宗像 佐々木 望 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

49 宗像 島村 隆二 医療法人島村内科消化器科クリニック 811-3425 宗像市日の里2-6-7

50 宗像 村上 智子 とも子どもクリニック 811-3209 福津市日蒔野5-13-1

51 宗像 安田 大助 やすだ内科クリニック 811-3515 宗像市池田3116-6
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52 宗像 吉村 徹 吉村耳鼻咽喉科医院 811-3217 福津市中央5-25-24

53 直方鞍手 木原 浩蔵 医療法人木原医院 807-1312 鞍手郡鞍手町中山3660-1

54 直方鞍手 久澄 太一 医療法人ひさずみ内科医院 822-0032 直方市下新入621-1

55 直方鞍手 日野 有美香 小竹町立病院 820-1103 鞍手郡小竹町勝野1191

56 直方鞍手 水町 義信 水町クリニック 822-0002 直方市頓野1857-1

57 田川 後野 嘉宏 医療法人恭和会後野医院 825-0004 田川市大字夏吉262-7

58 田川 勝野 誠 勝野内科クリニック 824-0602 田川郡添田町大字添田1448

59 田川 桑野 和則 医療法人くわの内科小児科医院 825-0002 田川市大字伊田2714-8

60 田川 長井 啓介 医療法人社団上野病院 822-1102 田川郡福智町上野3420

61 田川 村田 敏晃 村田医院 810-0052 福岡市中央区大濠1-10-8-406

62 田川 柳瀬 晃 柳瀬外科医院 824-0602 田川郡添田町大字添田1409

63 飯塚 青栁 明彦 医療法人青栁医院 820-0607 嘉穂郡桂川町土師2431-3

64 飯塚 佐野 幸寛 医療法人佐野医院 820-0101 飯塚市網分845-1佐野医院

65 飯塚 柴田 美恵子 医療法人康和会柴田みえこ内科・神経内科クリニック 820-0014 飯塚市鶴三緒1547-10

66 飯塚 樋口 誠司 医療法人樋口医院 820-0044 飯塚市横田838

67 久留米 秋吉 順史 医療法人上津中央クリニック 830-0053 久留米市本藤山町1833-1

68 久留米 猪口 哲彰 医療法人いのくち医院 839-0863 久留米市国分町1517-4

69 久留米 岡田 清 医療法人惠清会岡田医院 830-0062 久留米市荒木町白口1766-11

70 久留米 古賀 大士 親和胃腸科内科医院 830-0003 久留米市東櫛原町1504

71 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

72 久留米 白水 勇一郎 特別医療法人楠病院 830-0017 久留米市日吉町115

73 久留米 竹田津 宏子 医療法人竹田津医院 839-0863 久留米市国分町744-3

74 久留米 津村 直平 医療法人つむら診療所 つむらファミリークリニック 839-0852 久留米市高良内町2976

75 久留米 徳安 敏行 徳安医院 839-0801 久留米市宮ノ陣5-14-1

76 久留米 名護 秀 なご整形外科 839-0832 久留米市大橋町合楽534-1

77 久留米 春田 泰伸 医療法人春光会はるた医院 830-0051 久留米市南4-1-18

78 久留米 廣津 順 ひろつおなかクリニック 830-0046 久留米市原古賀町27-1

79 久留米 吉武 信行 医療法人吉武泌尿器科医院 839-0862 久留米市野中町866-16
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80 大牟田 長尾　佳宏 医療法人静光園たくまクリニック 837-0915 大牟田市大字久福木82-1

81 大牟田 原 寛 医療法人原循環器科内科医院 836-0065 大牟田市三川町2-27-1

82 八女筑後 浅川 康司 医療法人康慶恵会あさかわ整形外科クリニック 833-0031 筑後市山ノ井218-1

83 八女筑後 伊地知 盛夫 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

84 八女筑後 大内 和弘 医療法人おおうち内科クリニック 833-0056 筑後市大字久富868

85 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

86 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

87 八女筑後 中野 均 医療法人なかの内科消化器科医院 833-0031 筑後市山ノ井975

88 八女筑後 馬場 敦子 医療法人繁桜会馬場病院 830-0046 久留米市原古賀町28-5-1406

89 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

90 朝倉 古賀 学 特定医療法人弘医会太刀洗病院 838-0823 朝倉郡筑前町山隈842-1

91 朝倉 杉山 正治 杉山診療所 838-0017 甘木市千手942

92 朝倉 森山 敦夫 医療法人慈香会森山内科 838-1511 朝倉市杷木池田789-5

93 朝倉 安永 祐三 やすなが内科胃腸科医院 838-0068 朝倉市甘木1722

94 小郡三井 浦江 美由紀 松尾医院 838-0143 小郡市小板井279

95 小郡三井 田中 英二 田中クリニック 838-0101 小郡市美鈴が丘5-12-3

96 柳川山門 龍 泰彦 医療法人龍外科医院 832-0064 柳川市宮永町33-16

97 浮羽 山元 三郎 医療法人浮羽外科医院浮羽クリニック 839-1403 うきは市浮羽町東隈上342-9


