
No 医療機関名 氏名 医療機関住所 医療機関電話番号

朝倉医師会
1 くさば内科クリニック 草場　信秀 朝倉郡筑前町野町1775-6 ０９４６－２１－３７０３
2 古賀循環器内科クリニック 古賀　章正 朝倉市堤653-1 ０９４６－２１－００１１
3 田中内科医院 田中　正一 朝倉市甘木610 ０９４６－２２－３７１５
4 宮野診療所 古賀　丈晴 朝倉市宮野1881-1 ０９４６－５２－３０１１

浮羽医師会
1 日野医院 日野　和彦 久留米市田主丸町田主丸515 ０９４３－７２－３０２７

大川三潴医師会
1 足達消化器科整形外科医院 足達　剛 大川市榎津332-2 ０９４４－８８－２６８８
2 児玉医院 児玉　雄一郎 大川市大字酒見486-2 ０９４４－８６－２３７３
3 たなか医院 田中　哲朗 三潴郡大木町大字上八院1596-2 ０９４４－３３－００７５

小郡三井医師会
1 井手胃腸科内科医院 井手　一敏 小郡市上西鰺坂10-1 ０９４２－７３－１１１２
2 古川医院 古川　哲也 小郡市小郡330-18 ０９４２－７２－２４１５

久留米医師会
1 井上クリニック 井上　薫 久留米市本山１丁目７番３１号 ０９４２－５１－００５０
2 亀尾医院 亀尾　恒 久留米市荒木町荒木1950-1 ０９４２－２６－５１５１
3 高良台リハビリテーション病院 中尾　一久 久留米市藤光町965-2 ０９４２－５１－３８３８
4 高良台リハビリテーション病院 中尾　千穂子 久留米市藤光町965-2 ０９４２－５１－３８３８
5 親和胃腸科内科医院 古賀　大士 久留米市東櫛原町1504 ０９４２－３２－４０１３
6 藤吉内科消化器科医院 藤吉　康明 久留米市大善寺南1丁目14-1 ０９４２－５１－３００７
7 堀川病院 平城　由香子 久留米市西町510 ０９４２－３８－１２００
8 薬師寺内科医院 薬師寺　和昭 久留米市国分町1299-17 ０９４２－２１－２６８３

八女筑後医師会
1 石井内科医院 石井　浩三 筑後市大字羽犬塚５４７ ０９４２－５１－７７５１
2 合原医院 合原　るみ 八女郡広川町長延６０８－２ ０９４３－３２－０１２０
3 大内医院 大内　八束 八女市酒井田２７９－４ ０９４３－２４－１３９８
4 介護老人保健施設　舞風台 増田　一紀 八女郡広川町大字水原１４９８ ０９４３－３２－０３３３
5 蒲池医院 蒲池　正浩 八女郡広川町大字新代１７２０－１ ０９４３－３２－０３５７
6 川嶋医院 川嶋　英資 筑後市西牟田３９８１－２ ０９４２－５２－３５００
7 城戸医院 城戸　祐一郎 八女市鵜ノ池７ ０９４３－２３－５３０３
8 草場内科循環器科医院 草場　正 八女市納楚４４６－１ ０９４３－２３－５１７１
9 公立八女総合病院 平城　守 八女市高塚５４０－２ ０９４３－２３－４１３１
10 永田医院 永田　一良 筑後市大字鶴田２５１の８ ０９４２－５３－３２７１
11 馬場病院 馬場　繁行 八女郡広川町大字新代１３８９－４０９ ０９４３－３２－３５１１
12 姫野病院 姫野　信吉 八女郡広川町新代２３１６ ０９４３－３２－３６１１
13 ひらき医院 平木　幹久 筑後市上北島１１５３－３ ０９４２－５４－２２２０
14 馬田医院 馬田　裕二 筑後市大字山ノ井３３０ ０９４２－５３－２５６３
15 山口医院 山口　弦二朗 八女市星野村１２０３８番地 ０９４３－５２－３１３１
16 八女リハビリ病院 福本　晃雄 八女市吉田２２２０－１ ０９４３－２３－７２７２

柳川山門医師会
1 植田医院 植田　紘一 みやま市山川町尾野２０４０ ０９４４－６７－２７３７
2 金子病院 金子　壽興 柳川市久々原６５ ０９４４－７３－３４０７
3 津留医院 津留　昭雄 柳川市大和町豊原１３０－９ ０９４４－７４－５０９９
4 長田病院 木下　正治 柳川市下宮永町５２３番地１ ０９４４－７２－３５０１
5 益子医院 益子　直己 柳川市茂庵町４ ０９４４－７３－２０５３
6 よしやま内科 吉山　泰嗣 みやま市瀬高町小川３４８－１ ０９４４－６２－６１１８
7 わたなべ内科クリニック 渡邉　雅秀 柳川市矢加部２１８番地 ０９４４－７２－１６３６
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大牟田医師会　
1 井上内科クリニック 井上　林太郎 大牟田市不知火町３－１０２ ０９４４－５２－４６０２
2 いまいずみ内科・脳神経内科 今泉　登史宏 みやま市高田町江浦５８６の２ ０９４４－２２－２２５５
3 岩井外科胃腸科医院 岩井　由美子 大牟田市久福木８２－１ ０９４４－５２－６５６５
4 江﨑内科外科医院 江﨑　温 みやま市高田町原１０４７ ０９４４－２２－５９８５
5 えだみつクリニック 枝光　理 大牟田市龍湖瀬町８－３７ ０９４４－５２－８７４６
6 江の浦医院 中村　照 みやま市高田町江浦町５２６番地 ０９４４－２２－５０５０
7 大津胃腸科肛門科クリニック 大津　省光 大牟田市南船津町１丁目１２－１２ ０９４４－５６－０２９２
8 大牟田共立病院 緒方　盛道 大牟田市明治町３丁目７番地５ ０９４４－５３－５４６１
9 落合脳神経外科医院 落合　智 大牟田市吉野２０１２ ０９４４－４１－３７１１
10 兼行病院 兼行　俊司 大牟田市歴木９７７－４ ０９４４－５４－００５５
11 春日医院 春日　雅樹 大牟田市一浦町６－３ ０９４４－５６－５４３２
12 こがクリニック 古賀　浩介 大牟田市吉野１６１０－１ ０９４４－５０－１８００
13 こはまクリニック 富安　信夫 大牟田市小浜町９５－６ ０９４４－４１－８８００
14 向坂内科クリニック 向坂　健男 大牟田市大字三池５５６－１ ０９４４－５１－７５８５
15 城クリニック 城　博 大牟田市歴木１８０７－１１４８ ０９４４－４１－８９００
16 白川病院 江口　博之 大牟田市上白川町１丁目１４６番地 ０９４４－５３－４１７３
17 白川病院 東　秀樹 大牟田市上白川町１丁目１４６番地 ０９４４－５３－４１７３
18 曽我病院 宮川　礎 大牟田市大字吉野８５９番地 ０９４４－５８－１２３４
19 辻クリニック 辻　克郎 大牟田市藤田町３５４－１ ０９４４－５５－２４８１
20 トヨマス内科医院 豊増　照生 大牟田市大字宮部１８１－２ ０９４４－５４－４７４７
21 永江医院 永江　隆 大牟田市中町２－４－３ ０９４４－５３－５９２１
22 長岡内科医院 鈴木　飛鳥 大牟田市大字倉永６６の１ ０９４４－５８－０９０９
23 中島クリニック 中島　裕典 大牟田市大字田隈３９２－２ ０９４４－４３－４７７０
24 中山内科・小児科医院 中山　浩 大牟田市大字吉野９５０－１ ０９４４－５８－００２５
25 西内科循環器科医院 西　宏文 大牟田市大字白川１－４０ ０９４４－５３－８３４１
26 西山醫院 西山　努 大牟田市新町６８－２ ０９４４－５６－５１１１
27 林田クリニック 林田　健蔵 大牟田市東新町１丁目１－２ ０９４４－５７－２１０５
28 原循環器科内科医院 原　寛 大牟田市三川町２丁目２７番地の１ ０９４４－５７－３３０１
29 平井外科・産婦人科 平井　裕 大牟田市明治町３丁目８の７ ０９４４－５４－３２２８
30 平田小児科内科医院 平田　知滋 大牟田市歴木平野山１８０７ノ１６４ ０９４４－５２－４１９５
31 松岡医院 松岡　由香里 大牟田市大字久福木４２９番地 ０９４４－５３－３８３８
32 松永クリニック 松永　浩 大牟田市橘１３６５ ０９４４－５８－１２３０
33 三池病院 冨松　健太郎 大牟田市三池８５５ ０９４４－５３－４８５２
34 南大牟田クリニック 八板　朗 大牟田市臼井町１１－６ ０９４４－５７－３３００
35 南大牟田病院 前田　謙一 大牟田市臼井町２３－１ ０９４４－５７－２０００
36 村石クリニック 村石　信男 大牟田市本町２丁目２－１８ ０９４４－５２－６０６０
37 雪竹内科医院 雪竹　清弘 大牟田市小浜町１９０ー４ ０９４４－５４－０１８８
38 ヨコクラ病院 横倉　義典 みやま市高田町濃施３９４番地 ０９４４－２２－５８１１
39 ヨコクラ病院 石橋　章 みやま市高田町濃施３９４ ０９４４－２２－５８１１
40 吉田クリニック 吉田　美代子 大牟田市三里町１－４－５ ０９４４－５３－６１０３
41 吉村医院 吉村　壽一 大牟田市平原町１１９ ０９４４－５２－４４２７


