
（あいうえお順）2018.11.6現在

医療機関名 登録医名 住　　　所 電話番号

1 愛康内科医院 石井　文理 久留米市南１－２７－２８ ２１－５５５６

2 青木内科消化器科クリニック 青木　俊親 久留米市東町２－３ ３０－６０３０

3 秋吉内科 秋吉　裕也 久留米市六ツ門町７－４３ ３２－５６４５

4 あさひクリニック 三浦　一秀 久留米市上津町１０５－９ ６５－３０２７

5 安達医院 安達　武基 久留米市西町９２１－１４ ０９４２－２７－５３１２

6 池田クリニック 池田　悟 久留米市城島町楢津１４１２－５ ６２－３１００

7 いけどう循環器内科医院 池堂博文　池堂ゆかり 久留米市田主丸殖木４４２－５ ０９４３－７２－１２３３

8 石田医院 石田　史郎 鳥栖市古賀町３６６－１ ０９４２－８２－２７２２

9 いづみレディスクリニック 泉茂樹　姫野憲雄 久留米市新合川２-８-３３ ４５－２３００

10 いでウイメンズクリニック 井手　宏 久留米市天神町４－１実吉ｾﾝﾀｰﾋﾞﾙ８F ３３－１１１４

11 いのくち医院 猪口　寛 三養基郡みやき町大字簑原２９４６－１ ０９４２－９４－４６７７

12 井星医院 井星　昭彦 久留米市草野町草野４５０ ４７－００７２

13 今立内科クリニック 今立　俊一 久留米市西町１７８－１ ２１－３３３１

14 いわい内科胃腸科医院 岩井　一郎 久留米市上津１－６－１１ ２２－０１２３

15 植田泌尿器科医院 植田　省吾 久留米市通東町7-17 ３０－４５２０

16 淡河医院 淡河　治 久留米市安武町武島399 ２７－２５０４

17 おおた胃腸科Sクリニック 大田　準二 筑後市大字富久１１５－１ ０９４２－５１－７０８０

18 岡田医院 岡田　清 久留米市荒木町白口1766-11 ２７－３３１１

19 緒方胃腸科医院 緒方　健二、久人 久留米市荘島町１６－６ ３４－８３１１

20 岡部医院 笠原　とし子 久留米市荒木町荒木1318 ２２－０１８５

21 小川内科医院 小川　又 久留米市諏訪野町２３２０－１ ３５－６６１１

22 翁産婦人科医院 翁　英人 久留米市諏訪野町１８２７－１ ３６－０５６５

23 小篠医院 小篠　俊之 久留米市東櫛原町１４９４ ３２－１０６８

24 おだ内科医院 織田　裕繁 久留米市西町１５３－２３ ３２－４９８６

25 香月病院 香月玄洋　香月直樹 朝倉市下浦７１５ ０９４６－２２－６１２１

26 加納内科医院 加納　英実 久留米市小頭町１５４ ３８－９６２１

27 川口耳鼻咽喉科医院 川口　壽郎 久留米市櫛原町２－３ ３２－２１０７

28 河田泌尿器科産婦人科医院 河田栄人　河田文子　河田高伸 久留米市梅満町９５５－１ ３２－２５０２

29 かわらハートクリニック 川良　武美 鳥栖市曽根崎町2375 ０９４２－８７－３１３３

30 きやま髙尾病院 髙妻一郎　 東内信一 佐賀県三養基郡基山町大字園部２７０－１ ０９４２－９２－４８６０

31 行徳内科胃腸科循環器科診療所 関　　幸彦 久留米市日吉町２２－１ ３２－５１７５

32 協和病院 亀井　英也 小郡市祇園2-1-10 ０９４２－７２－２１２１

33 倉岡外科内科医院 倉岡　圭 小郡市三沢３９４９－７ ７５－５１１１

34 くらたクリニック（旧：倉田内科医院） 倉田光雄　倉田毅 久留米市長門石１－５－３２ ３３－８７６５

35 久留米リハビリテーション病院 柴田元　平野浩二　川﨑かおり 久留米市山本町豊田１８８７ ４３－８０３３

36 黒岩医院 黒岩　達 小郡市ニ夕字川原田1264-4 ０９４２－７２－３０７７

37 合原医院 合原正二　合原るみ 八女郡広川町長延６０８－２ ０９４３－３２－０１２０

38 高良台リハビリテーション病院 中尾一久　永田剛　姫野秀崇　吉﨑学 久留米市藤光町９６５－２ ０９４２－５１－３８３８

連　携　医　登　録　一　覧
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39 こが医療館 明彦･まきこクリニック 古賀明彦  古賀真貴子 鳥栖市大正町７６４－５ ０９４２－８５－８８２２

40 小栁記念病院 小栁　博嗣 佐賀市諸富町大字諸富津２３０－２ ０９５２－４７－３２５５

41 斎藤内科医院 斎藤博之　斎藤文彦　斎藤靖子 鳥栖市東町１-１０５８ ８２－２０１６

42 佐々木外科医院 佐々木　孝之 久留米市御井町２４０４ ４３－４３４３

43 柴田循環器科内科医院 柴田　純一 久留米市野中町１４５４－４ ３６－１７７７

44 じゅんせんせいのこども総合クリニック 小村　順一 鳥栖市下野町古川附３０９７－２ ０９４２－８１－２３３３

45 白水レディースクリニック 白水信之　友成廉平　白水充典 鳥栖市本通り町２－８８２ ０９４２－８３－８３８３

46 すむのさと髙尾病院 加納　隆之 鳥栖市高田町２１０－１ ０９４２－８４－８８３８

47 陶山クリニック 陶山　俊輔 久留米市善道寺町木塚１９５－６ ０９４２－６５－７９２５

48 せとじまクリニック 瀬戸島謙三　小田秀也 鳥栖市真木町１９７４－４ ０９４２－８７－５００８

49 竹内クリニック 竹内　清旦 久留米市櫛原町１２８－６ ３１－７０７０

50 竹田津医院 竹田津久稔　竹田津宏子 久留米市国分町７４４－３ ２１－３７２０

51 田崎クリニック 田崎民和　友成美鈴 久留米市長門石２－８－５ ３３－７２２７

52 田尻外科胃腸科医院 田尻　進 久留米市荒木町荒木１９６３－２０ ２６－６９３０

53 田中外科胃腸科クリニック 田中　祥夫 久留米市津福今町１９７－１ ３０－０１２３

54 田中内科医院 田中　泰之 久留米市北野町今山６３９－５ ７８－４１５６

55 田中内科胃腸科医院 田中　幹夫 久留米市国分町５７０－３ ２１－６３６１

56 田中内科クリニック 田中　弘吉 久留米市中央町１６－３８ ３２－２６５５

57 田中まさはるクリニック 田中　政治 久留米市北野町今山516-1 ４１－３５３５

58 田中循環器科内科医院 田中　政史 久留米市京町３３３ ３５－７３７８

59 田山メディカルクリニック 田山　光介 久留米市津福本町６０－３ ３４－００２１

60 ツジ胃腸内科医院 辻　吉保 久留米市国分町１１６３－１ ２１－１５８２

61 つむら診療所 津村直平　津村直幹 久留米市青峰２－２８－５ ４３－９７２０

62 寺﨑医院 寺﨑　茂宏 久留米市城島町城島２５２－２ ６２－３３３６

63 天神胃腸クリニック 長谷川　　申 久留米市東町３０－５ ３５－４７０１

64 天神田中内科医院 田中 二三郎 久留米市天神町４－１－４F ３８－２３６０

65 とみおかレディースクリニック 冨岡良仁　冨岡常泰 久留米市中央町８－３９ ３９－６６７８

66 中田循環器内科クリニック 中田　真詩 久留米市津福本町４６０－１１ ３０－３２１１

67 なかなみ泌尿器科 中並　正之 久留米市長門石３－６－２８ ３６－２０８０

68 半井病院 半井　都枝子 久留米市高良内町4472 ２２－１３０８

69 名取医院 名取　英世 鳥栖市儀徳町２５１０－１ ０９４２－８４－８００８

70 にしごおり医院 西郡　廣道 久留米市善導寺町飯田１４０９－１ ４７－０７７７

71 西村医院 　西村宗胤 久留米市長門石４－４－６ ３２－７８１２

72 野口医院 野口功　野口晴美 三潴郡大木町八町牟田722-3 ０９４４－３３－１１０３

73 野原内科循環器科医院 野原正敏　野原由美子 久留米市蛍川町６６－０ ３２－２９６９

74 伴医院 伴　茂樹 久留米市原古賀町２２－１９ ３５－５５７７

75 ひまわりAクリニック 白水　玄山 久留米市宮ノ陣４－４－７ ３０－２０３０

76 平井内科 平井　賢治 三養基郡上峰町大字坊所2733-1 ０９５２－５３－３７３８
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77 平井医院 平井連　平井良 筑後市和泉382 ０９４２－５３－２３５３

78 ひらき医院 平木　幹久 筑後市上北島出口１１５３－３ ０９４２－５４－２２２０

79 ひろつおなかクリニック 広津　 順 久留米市原古賀町２７－１ ３９－２２２８

80 福井レディースクリニック 福井　久人 久留米市津福本町１６２０－１ ３９－２２８８

81 藤戸医院 藤戸　好典 鳥栖市今泉町２４２５ ０９４２－８４－０８６５

82 藤吉内科消化器科医院 藤吉　康明 久留米市大善寺南１－１４－１ ５１－３００７

83 戸次クリニック 戸次　史敏 久留米市東町４０－１６ ｻｹﾐﾋﾞﾙ１階 ３３－３１２３

84 星野医院 星野　弘也 久留米市小森野町４－９－１５ ３９－０５００

85 本間内科循環器内科 本間　友基 久留米市城南町１４－３ ３３－３４２１

86 前山内科 前山豊明  前山康彦 鳥栖市宿町１４６５－１ ０９４２－８５－０００５

87 槇眼科医院 槇千里　添田尚一 久留米市城南町１２－４５ ３２－４８０７

88 俣野内科医院 俣野　淳 久留米市梅満町１２９６ ３２－５７１０

89 松枝医院 松枝　俊祐 久留米市荒木町下荒木９－１ ０９４２－２６－１４５３

90 まつお胃腸クリニック 松尾　純夫 三養基郡みやき町東尾２２８０ ０９４２－８９－５６７８

91 松尾内科医院 松尾治之　松尾博司 久留米市国分町１９４４－５ ２１－９７３５

92 松隈産婦人科クリック 松隈　孝則 小郡市小郡１５０４－８ ０９４２－７３－３５１１

93 丸山病院 仲敷　健一 小郡市山隈２７３－１１ ７３－００１１

94 三樹病院 橋本謙　那須賢司 三養基郡上峰町坊所２７６－１ ０９５２－５２－７２７２

95 三原医院　　 三原　智 久留米市瀬下町３４４ ３２－２５０９

96 耳納日髙整形外科医院 日髙　紀幸 久留米市山川町１６５９ ４３－３１７７

97 三原医院　　 三原　典 久留米市城南町２－５ ３９－１２１２

98 宮﨑クリニック 菊竹修平　菊竹京子 久留米市南２－１－９ ２１－９４３１

99 宮崎内科循環器内科 宮崎　洋 久留米市野中町５６８ ４１－００１１

100 みやじまクリニック 宮嶋　諭 久留米市大善寺町夜明３９７－１ ５１－３１８８

101 宮原クリニック 宮原　通義 久留米市国分町１１５９－２ ２１－１０６０

102 みやはら産婦人科 宮原　研一 久留米市日吉町２２－７ ３３－３３３１

103 村岡外科医院 村岡達也　永田勇 久留米市東櫛原町１３５６ ３２－９２８９

104 森山整形外科院 森山　和幸 久留米市長門石２－９－６３ ３０－１６２５

105 薬師寺内科医院 薬師寺英邦　薬師寺和昭 久留米市国分町１２９９－１７ ２１－２６８３

106 薬師寺泌尿器科クリニック 薬師寺道則　薬師寺和道 久留米市国分町1538-30 ２２－０３１０

107 安元医院 安元　真武 うきは市浮羽町朝日田３４－２ ０９４３－７７－２０２９

108 安本病院 安本潔　豊永純　平木啓正立石勉　大塚容子 久留米市三潴町玉満２３７１ ６４－２０３２

109 弥永共立病院 弥永　浩 久留米市六ツ門町１２－１２ ３３－３１５２

110 やの医院 矢野　　秀樹 久留米市善導寺町与田３９２－１ ２３－３０００

111 やまうちクリニック 山内　祥弘 久留米市東櫛原町２３０３－２３ ３２－７０１１

112 山﨑医院 山﨑　三樹 うきは市吉井町千年７４－１ ０９４３－７５－８７７５

113 山田整形外科医院 山田収　山田徹 久留米市中央町１１-１２ ０９４２－３９－２０２０

114 山本クリニック 山本　洋介 久留米市津福本町１２２７－１ ３６－３４６６
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115 やまもと内科循環器科医院 山本　喜一郎 筑後市上北島３１２－７ ０９４２－５１－１１１０

116 山本内科医院 山本輝慶　矢原淳郎 久留米市中央町３７－６ ３５－５３７７

117 横田病院 横田泰司　吉田輝久 八女郡広川町新代１４２８－９４ ０９４３－３２－１０９０

118 よこやま外科乳腺クリニック 横山寿雄　横山吾郎 三潴郡大木町八町牟田４８１ ０９４４－３２－２２９１

119 よしかいクリニック 吉貝　浩史 久留米市花畑1丁目20-5 0942-39-4114

120 吉武泌尿器科医院 吉武　信行 久留米市野中町８６６－１６ ３１－００１１

121 よしだ胃腸内科クリニック 吉田　主盟 八女市室岡５３４－１ ０９４３－２３－３８０６

122 吉村病院 吉村　芳和 久留米市田主丸町田主丸520-1 ０９４３－７２－３１３１

123 吉村外科胃腸科医院 吉村　文雄 久留米市合川町２４－５ ４３－１１２２

124 ﾚﾃﾞｨｰｽｸﾘﾆｯｸ山田産婦人科 山田　孝之 鳥栖市蔵上２－１８６ ０９４２－８４－４６５６

125 渡辺医院 渡辺　大介 久留米市高良内町４９８－５ ４３－８５７０

126 渡辺ﾚﾃﾞｨｰｽｸﾘﾆｯｸ 渡辺　秀明 久留米市国分町２２４－１５ ２１－１１０３

127 和田内科循環器科 和田芳文 　江口裕之　西田秀美 鳥栖市原古賀町１３３４－８ ０９４２－８１－２１２１

128 みい内科クリニック 山下　早百合 久留米市御井町２１７６－３ ０９４２-４１-１０３１


