
 医 療 機 関 番 号  医 療 機 関 名 称 医療機関所在地 開設者氏名 備  考管理者氏名項 番
指定年月日
登録理由
指定期間始

病床数
／

診療科名

電話番号
／

勤務医数

                 コード内容別医療機関一覧表

［平成30年 6月 1日現在　医科　　　現存／休止］ 平成30年 6月 1日作成     1 頁

    1021,003,9 船員保険福岡健康管理〒812-0063 092-611-6311一般財団法人船員保険一矢　有一 平14. 6. 1内   婦   放  診療所
     センター 福岡県福岡市東区原田三丁目４番常　勤:    9会　会長　霜鳥　一彦 新規 現存
     １０号 (医       9) 平26. 6. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
    2021,004,7 医療法人　土器医院 〒813-0031 092-691-2311医療法人　土器医院　土器　裕輔 平14. 5. 1一般         4診療所
     福岡県福岡市東区八田２丁目２１常　勤:    2理事長　土器　裕輔 組織変更 内   アレ 他  現存
     番３号 (医       2) 平26. 5. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
    3021,005,4 医療法人　松崎クリニ〒813-0035 092-672-1700医療法人松崎クリニッ松原　俊幸 平14. 5. 1内   脳外 神内診療所
     ック 福岡県福岡市東区松崎２丁目２２常　勤:    3ク　理事長　松原　俊 組織変更 リハ 消   現存
     番６号 (医       3)幸 平26. 5. 1
     非常勤:   18
     (医      18)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
    4021,006,2 医療法人三好医院 〒813-0036 092-682-1547医療法人三好医院　理三好　謙次 平14. 5. 1整外 麻   リハ診療所
     福岡県福岡市東区若宮５丁目３番常　勤:    2事長　三好　謙次 組織変更 内   現存
     ４５号 (医       2) 平26. 5. 1
     非常勤:    1
     (医       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
    5021,014,6 緒方徹クリニック 〒812-0011 092-452-8355緒方　徹 緒方　徹 平14. 8. 1外   内   診療所
     福岡県福岡市博多区博多駅前１丁常　勤:    1 新規 現存
     目２番５号　２階 (医       1) 平26. 8. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
    6021,015,3 福岡市博多保健所 〒812-8514 092-441-0022福岡市　福岡市長　髙田中　雅人 平14. 9. 1内   診療所
     福岡県福岡市博多区博多駅前２丁常　勤:    5島　宗一郎 新規 現存
     目１９番２４号 (医       5) 平26. 9. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
    7021,016,1 野村皮膚科医院 〒812-0894 092-591-4025野村　洋文 野村　洋文 平14. 8. 1皮   診療所
     福岡県福岡市博多区諸岡４丁目２常　勤:    1 交代 現存
     ７番１７号 (医       1) 平26. 8. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
    8021,017,9 髙岸小児科医院 〒812-0879 092-581-4928髙岸　智也 髙岸　智也 平14. 9. 1小   麻   精  診療所
     福岡県福岡市博多区銀天町１－３常　勤:    2 交代 現存
     －７ (医       2) 平26. 9. 1
     非常勤:    2
     (医       2)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
    9021,019,5 一般財団法人西日本産〒812-0011 092-471-1165一般財団法人　西日本崎野　郁夫 平14.12. 1内   婦   診療所
     業衛生会　福岡健診診福岡県福岡市博多区博多駅前２丁常　勤:    3産業衛生会　理事長　 新規 現存
     療所 目２０－１大博多ビル６Ｆ (医       3)長竹　美義 平26.12. 1
     非常勤:    3
     (医       3)
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   10021,021,1 和白ヶ丘レディースク〒811-0213 092-605-3511医療法人社団わかば会馬場　伸二 平15. 1. 1一般 診療所
     リニック 福岡県福岡市東区和白丘２丁目２常　勤:    4　理事長　馬場　伸二 新規     一般    19現存
     －４５ (医       4) 平27. 1. 1産   婦   
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   11021,022,9 医療法人遊行会　藤川〒812-0008 092-432-6166医療法人遊行会　理事藤川　尚宏 平15. 1. 1心内 神   精  診療所
     メディケアクリニック福岡県福岡市博多区東光２丁目２常　勤:    1長　藤川　尚宏 組織変更 現存
     ２番２５号 (医       1) 平27. 1. 1
     非常勤:    2
     (医       2)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   12021,023,7 医療法人つつい皮ふ科〒813-0042 092-662-0188医療法人つつい皮ふ科筒井　賢一 平15. 1. 1皮   形外 診療所
     形成外科クリニック 福岡県福岡市東区舞松原５丁目２常　勤:    1形成外科クリニック　 組織変更 現存
     ７－２５舞松原ＭＣビル２Ｆ (医       1)理事長　筒井　賢一 平27. 1. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   13021,024,5 医療法人福香会おくだ〒813-0044 092-661-9555医療法人福香会　理事奥田　隆司 平17. 8. 1整外 リウ リハ診療所
     クリニック 福岡県福岡市東区千早２丁目４番常　勤:    1長　奥田　隆司 移動 内   現存
     １８号 (医       1) 平29. 8. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   14021,025,2 医療法人祥知会はこざ〒812-0063 092-624-3531医療法人祥知会　理事友岡　卓 平26. 2. 2一般        10診療所
     き公園内科医院 福岡県福岡市東区松島３丁目１１常　勤:    4長　友岡　卓 移動 内   消   循  現存
     番３０号 (医       4) 平26. 2. 2外   
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   15021,026,0 医療法人中山医院 〒813-0032 092-691-3660医療法人中山医院　理中山　政明 平15. 4. 1内   胃   診療所
     福岡県福岡市東区土井４丁目２８常　勤:    2事長　中山　政明 組織変更 現存
     番１０号 (医       2) 平27. 4. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   16021,031,0 福岡和白病院 〒811-0213 092-608-0001社会医療法人財団池友富永　隆治 平15. 7. 1一般       369病院
     福岡県福岡市東区和白丘２丁目２常　勤:   94会　理事長　富永　隆 交代 内   循   消  現存
     番７５号 (医      94)治 平27. 7. 1呼内 神内 外  
     非常勤:   22 脳外 心外 呼外
     (医      22) 整外 形外 リウ
     皮   ひ   眼  
     麻   リハ 放  
     病理 救命 産婦
     精   小   
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   17021,033,6 香椎丘リハビリテーシ〒813-0002 092-662-3200社会医療法人財団池友佐々木　靖 平15. 8. 1療養       120病院
     ョン病院 福岡県福岡市東区下原２丁目２４常　勤:    5会　理事長　富永　隆 交代 内   リハ 療養病床
     番３６号 (医       5)治 平27. 8. 1 現存
     非常勤:    6
     (医       6)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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   18021,034,4 古寺内科医院 〒812-0886 092-581-1716古寺　重喜 古寺　重喜 平15. 7.28一般         7診療所
     福岡県福岡市博多区南八幡町２丁常　勤:    1 交代 療養        12現存
     目３－１０ (医       1) 平27. 7.28内   呼   消  
     非常勤:    1 循   小   
     (医       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   19021,035,1 医療法人相生会ピーエ〒812-0025 092-283-7777医療法人相生会　理事都留　智巳 平15.10. 1一般        19診療所
     スクリニック 福岡県福岡市博多区店屋町６番１常　勤:    9長　入江　伸 新規 内   リウ 透析現存
     ８号ランダムスクウェアビル８Ｆ(医       9) 平27.10. 1
     非常勤:   32
     (医      32)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   20021,036,9 医療法人社団　ブック〒812-0025 092-283-6852医療法人社団　ブック斉藤　和之 平15.10. 1内   心内 循  診療所
     ス　ブックスクリニッ福岡県福岡市博多区店屋町６番１常　勤:    3ス　理事長　藤野　武 新規 神内 脳外 精  現存
     ク福岡 ８号ランダムスクウェアビル６階(医       3)彦 平27.10. 1
     非常勤:    2
     (医       2)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   21021,039,3 たたらリハビリテーシ〒813-0031 092-691-5508公益社団法人福岡医療平田　済 平15.10. 1一般        69病院
     (033,864,6) ョン病院 福岡県福岡市東区八田１丁目４番常　勤:    8団　代表理事　舟越　 その他 療養       130療養病床
     ６６号 (医       7)光彦 平27.10. 1内   神内 皮  現存
     (歯       1) リハ 歯   小歯
     非常勤:   10 矯歯 歯外 
     (医       8)
     (歯       2)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   22021,041,9 石田皮膚科クリニック〒812-0011 092-472-1441石田　正治 石田　正治 平15.11. 1皮   診療所
     福岡県福岡市博多区博多駅前３丁常　勤:    1 交代 現存
     目２３－１５アースコート博多駅(医       1) 平27.11. 1
     前ＢＬＤＧ．３Ｆ
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   23021,042,7 医療法人坂本脳神経外〒811-0213 092-605-8282医療法人坂本脳神経外坂本　学 平15.12. 1脳外 リハ 診療所
     科クリニック 福岡県福岡市東区和白丘２丁目２常　勤:    1科クリニック　理事長 組織変更 現存
     番３６号 (医       1)　坂本　学 平27.12. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   24021,043,5 三善病院 〒813-0001 092-661-1611松井　隆明 松井　隆明 平16. 1. 1一般        15病院
     福岡県福岡市東区唐原４丁目１８常　勤:    7 交代 精神       120現存
     番１５号 (医       5) 平28. 1. 1精   神   内  
     (薬       2) 心内 リハ 
     非常勤:    8
     (医       6)
     (薬       2)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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   25021,044,3 医療法人森クリニック〒812-0027 092-291-2270医療法人森クリニック森　幸司 平16. 1. 1内   胃   診療所
     福岡県福岡市博多区下川端町８番常　勤:    1　理事長　森　幸司 組織変更 現存
     １６号 (医       1) 平28. 1. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   26021,046,8 紀井耳鼻咽喉科クリニ〒813-0016 092-202-8711紀井　登志哉 紀井　登志哉 平16. 2. 1耳い 診療所
     ック 福岡県福岡市東区香椎浜４丁目２常　勤:    1 新規 現存
     －１ (医       1) 平28. 2. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   27021,048,4 行徳ひふ科クリニック〒812-0036 092-262-6801行徳　隆裕 行徳　隆裕 平16. 4. 1皮   診療所
     福岡県福岡市博多区上呉服町１０常　勤:    1 新規 現存
     －１０呉服町ビジネスセンター２(医       1) 平28. 4. 1
     ０８
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   28021,049,2 矢住医院 〒812-0017 092-451-0527矢住　孝昭 矢住　孝昭 平16. 3. 9内   小   診療所
     福岡県福岡市博多区美野島２丁目常　勤:    1 交代 現存
     １１番１６号 (医       1) 平28. 3. 9
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   29021,050,0 福岡和白ＰＥＴ画像診〒811-0213 092-608-1166社会医療法人財団池友本間　穣 平16. 4. 1内   放   診療所
     断クリニック 福岡県福岡市東区和白丘２丁目２常　勤:    1会　理事長　富永　隆 新規 現存
     －７６ (医       1)治 平28. 4. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   30021,051,8 医療法人雄心会　ふく〒812-0036 092-272-1711医療法人雄心会　理事竹原　佳彦 平16. 5. 1内   胃   診療所
     おか胃腸クリニック 福岡県福岡市博多区上呉服町１０常　勤:    1長　平瀬　久義 新規 現存
     番１０号２０１号室 (医       1) 平28. 5. 1
     非常勤:    1
     (医       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   31021,052,6 安藤内科 〒812-0011 092-471-1110安藤　勝己 安藤　勝己 平16. 4. 1内   精   消  診療所
     福岡県福岡市博多区博多駅前１丁常　勤:    1 交代 循   心内 現存
     目５－１ (医       1) 平28. 4. 1
     非常勤:    1
     (医       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   32021,053,4 杉本陽子クリニック 〒811-0213 092-605-6626杉本　陽子 杉本　陽子 平16. 6. 1形外 皮   診療所
     福岡県福岡市東区和白丘１丁目２常　勤:    1 新規 現存
     ２－２７ (医       1) 平28. 6. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   33021,054,2 ひろ眼科 〒811-0201 092-608-3661安吉　弘毅 安吉　弘毅 平16. 6. 1眼   診療所
     福岡県福岡市東区三苫３丁目２－常　勤:    1 新規 現存
     ４８ (医       1) 平28. 6. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   34021,055,9 医療法人酒見内科胃腸〒813-0003 092-681-0553医療法人酒見内科胃腸酒見　泰介 平16. 5. 1内   胃   消  診療所
     科医院 福岡県福岡市東区香住ケ丘３丁目常　勤:    1科医院　理事長　酒見 組織変更 呼内 現存
     ３番１３号 (医       1)　泰介 平28. 5. 1
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   35021,056,7 医療法人育慈会　なら〒811-0202 092-605-7377医療法人育慈会　なら楢崎　亮 平16. 5. 1小   診療所
     ざき小児科 福岡県福岡市東区和白５丁目７番常　勤:    1ざき小児科　理事長　 組織変更 現存
     １６号 (医       1)楢崎　亮 平28. 5. 1
     非常勤:    1
     (医       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   36021,059,1 松田病院 〒812-0053 092-651-0522医療法人永聖会　理事松田　峻一良 平16. 6. 1一般        30病院
     福岡県福岡市東区箱崎２丁目１０常　勤:    5長　松田　峻一良 組織変更 耳い 気食 アレ現存
     番２号 (医       4) 平28. 6. 1
     (薬       1)
     非常勤:    3
     (医       3)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   37021,063,3 そえじま内科クリニッ〒812-0016 092-411-4321副島　昭 副島　昭 平16. 8. 9内   呼内 消  診療所
     ク 福岡県福岡市博多区博多駅南４－常　勤:    2 その他 循   現存
     ９－２１ (医       2) 平28. 8. 9内＝内科・糖尿
     病内科
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   38021,066,6 医療法人　橿日会　か〒813-0013 092-673-9620医療法人　橿日会　理田中　耕司 平16.12. 1精   神内 心内診療所
     しい心療クリニック 福岡県福岡市東区香椎駅前１丁目常　勤:    1事長　田中　耕司 組織変更 現存
     １１番１号 (医       1) 平28.12. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   39021,067,4 医療法人　岡眼科医院〒812-0025 092-262-7387医療法人　岡眼科医院岡　義祐 平17. 1. 1眼   診療所
     福岡県福岡市博多区店屋町４番１常　勤:    2　理事長　岡　義祐 組織変更 現存
     ６号 (医       2) 平29. 1. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   40021,068,2 医療法人　三原クリニ〒811-0214 092-608-7300医療法人　三原クリニ三原　千拡 平17. 1. 1麻   皮   リハ診療所
     ック 福岡県福岡市東区和白東２丁目１常　勤:    1ック　理事長　三原　 組織変更 現存
     ３番３５号ウイング友和１Ｆ (医       1)千拡 平29. 1. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   41021,069,0 メンタルクリニック倉〒812-0036 092-261-5330倉掛　交次 倉掛　交次 平17. 2. 1精   心内 診療所
     掛 福岡県福岡市博多区上呉服町１０常　勤:    1 新規 現存
     －１０呉服町ビジネスセンタービ(医       1) 平29. 2. 1
     ル２Ｆ
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   42021,071,6 医療法人やまかわ眼科〒812-0012 092-436-2239医療法人やまかわ眼科山川　慶太 平17. 2. 1眼   診療所
     クリニック 福岡県福岡市博多区博多駅中央街常　勤:    1クリニック　理事長　 組織変更 現存
     １番１号地下１階 (医       1)山川　慶太 平29. 2. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   43021,079,9 ゆうほくクリニック 〒812-0894 092-231-7117竹尾　浩真 竹尾　浩真 平17. 4. 1内   胃   外  診療所
     福岡県福岡市博多区諸岡２－１３常　勤:    1 新規 こう 現存
     －２７ (医       1) 平29. 4. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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   44021,082,3 桐生皮膚科医院 〒813-0044 092-681-1316桐生　博愛 桐生　博愛 平17. 5. 1皮   アレ 診療所
     福岡県福岡市東区千早５丁目１４常　勤:    2 交代 現存
     －２５ (医       2) 平29. 5. 1
     非常勤:    1
     (医       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   45021,084,9 山根医院 〒812-0895 092-431-3376山根　章敬 山根　章敬 平17. 8. 1内   小   診療所
     福岡県福岡市博多区竹下５－１６常　勤:    1 交代 現存
     －２３ (医       1) 平29. 8. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   46021,093,0 医療法人　小さな診療〒812-0041 092-409-3270医療法人　小さな診療京極　新治 平23. 7. 1内   診療所
     所 福岡県福岡市博多区吉塚１－２７常　勤:    1所　理事長　京極　新 移動 現存
     －７ (医       1)治 平29. 7. 1
     非常勤:    5
     (医       5)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   47021,096,3 重松内科医院 〒812-0882 092-571-4350重松　俊章 重松　俊章 平18. 1. 1内   胃   循  診療所
     福岡県福岡市博多区麦野４－３２常　勤:    1 交代 現存
     －１５ (医       1) 平30. 1. 1
     非常勤:    1
     (医       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   48021,099,7 丸岡内科小児科クリニ〒813-0044 092-663-5234丸岡　文雄 丸岡　文雄 平26. 5. 7内   小   循  診療所
     ック 福岡県福岡市東区千早４丁目１３常　勤:    5 移動 アレ 皮   現存
     －２ (医       2) 平26. 5. 7内＝内科・糖尿
     (薬       3) 病内科、皮＝皮
     非常勤:   25 膚科・小児皮膚
     (医      24) 科
     (薬       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   49021,100,3 永野外科胃腸科医院 〒811-0215 092-607-3261永野　昌宏 永野　昌宏 平18. 3. 3一般        13診療所
     福岡県福岡市東区高美台２丁目４常　勤:    1 交代 療養         4現存
     －２７ (医       1) 平30. 3. 3その他       2
     非常勤:    1 外   胃   小  
     (医       1) 整外 皮   
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   50021,101,1 なた内科診療所 〒811-0205 092-607-5624医療法人　寛惠会　理田邊　雄一 平18. 3. 1内   診療所
     福岡県福岡市東区奈多団地２７－常　勤:    1事長　渡邉　寛宣 組織変更 肝臓内科 現存
     ３ (医       1) 平30. 3. 1
     非常勤:    4
     (医       4)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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   51021,102,9 入江内科小児科医院 〒812-0053 092-651-4521入江　尚 入江　尚 平18. 3. 1一般        17診療所
     福岡県福岡市東区箱崎３丁目３２常　勤:    2 交代 内   小   消  療養病床
     －１１ (医       1) 平30. 3. 1循   放   現存
     (薬       1)
     非常勤:    2
     (医       2)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   52021,105,2 かりやぞのこどもクリ〒812-0053 092-206-1322假屋園　秀彦 假屋園　秀彦 平18. 5. 1小   診療所
     ニック 福岡県福岡市東区箱崎１－５－２常　勤:    1 新規 現存
     (医       1) 平30. 5. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   53021,107,8 医療法人　まえだこど〒813-0036 092-681-6200医療法人　まえだこど前田　泰史 平18. 5. 1小   内   診療所
     も医院 福岡県福岡市東区若宮５丁目８番常　勤:    2も医院　理事長　前田 組織変更 現存
     １号 (医       2)　泰史 平30. 5. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   54021,115,1 博多レディスクリニッ〒812-0011 092-474-5700大島　恵二 大島　恵二 平18. 7. 1産婦 診療所
     ク 福岡県福岡市博多区博多駅前４丁常　勤:    1 新規 現存
     目３－１　イルハグランデ１階 (医       1) 平24. 7. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   55021,117,7 山口医院 〒812-0885 092-581-1079城戸　道雄 城戸　道雄 平18. 7.23内   診療所
     福岡県福岡市博多区相生町３丁目常　勤:    1 交代 現存
     ２－１０ (医       1) 平24. 7.23
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   56021,118,5 原三信泌尿器クリニッ〒812-0034 092-283-5121医療法人　原三信病院中牟田　誠一 平18. 9. 1ひ   診療所
     ク 福岡県福岡市博多区下呉服町２番常　勤:    2　理事長　平　祐二 新規 現存
     １３号 (医       2) 平24. 9. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   57021,119,3 くすもとクリニック 〒811-0204 092-607-2345楠本　宏記 楠本　宏記 平18. 9. 1胃   外   内  診療所
     福岡県福岡市東区奈多１丁目１０常　勤:    1 新規 現存
     －１０ (医       1) 平24. 9. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   58021,121,9 たなか内科クリニック〒812-0053 092-643-6777田中　浩稔 田中　浩稔 平18.11. 1内   循   呼  診療所
     福岡県福岡市東区箱崎１－５－７常　勤:    1 新規 神内 現存
     (医       1) 平24.11. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   59021,123,5 みらいクリニック 〒812-0013 092-415-2153今井　一彰 今井　一彰 平20.10. 1内   リウ アレ診療所
     福岡県福岡市博多区博多駅東１－ 移動 現存
     １３－３１－６Ｆ 平26.10. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   60021,124,3 おおた内科泌尿器科ク〒812-0894 092-584-1919大田　純一朗 大田　純一朗 平18.11. 1内   ひ   皮  診療所
     リニック 福岡県福岡市博多区諸岡１丁目２常　勤:    1 新規 現存
     ３番２１号 (医       1) 平24.11. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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   61021,125,0 博多セントラルクリニ〒812-0037 092-263-7121日野　大樹 日野　大樹 平18.11. 1内   産婦 診療所
     ック 福岡県福岡市博多区御供所町１－常　勤:    1 新規 現存
     ９博多セントラルビル２Ｆ (医       1) 平24.11. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   62021,128,4 医療法人社団　滉志会〒812-0025 092-281-0511医療法人社団滉志会　内藤　恵子 平18.11. 1内   診療所
     　瀬田クリニック福岡福岡県福岡市博多区店屋町６番１常　勤:    1理事長　後藤　重則 交代 現存
     ８号　ランダムスクウェア　５階(医       1) 平24.11. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   63021,129,2 医療法人　増田整形外〒813-0013 092-681-3831医療法人　増田整形外増田　義武 平27. 6.15外   整外 内  診療所
     科内科医院 福岡県福岡市東区香椎駅前２丁目常　勤:    2科内科医院　理事長　 移動 リハ 現存
     １２－４３ (医       2)増田　浩子 平27. 6.15
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   64021,130,0 医療法人　健誠会　ゆ〒812-0055 092-631-8027医療法人　健誠会　ゆ八木　誠司 平18.12. 1内   外   リハ診療所
     めタウン総合クリニッ福岡県福岡市東区東浜１－１－１常　勤:    1めタウン総合クリニッ 組織変更 心内 現存
     ク 　ゆめタウン博多２階 (医       1)ク　理事長　八木　誠 平24.12. 1
     司
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   65021,131,8 医療法人　髙野胃腸科〒812-0061 092-622-1461医療法人　髙野胃腸科髙野　壮史 平18.12.12一般        19診療所
     医院 福岡県福岡市東区筥松２丁目２４常　勤:    1　理事長　髙野　壮史 その他 内   外   胃  現存
     番１１号 (医       1) 平24.12.12こう 整外 
     非常勤:   10
     (医      10)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   66021,132,6 慶生会クリニック福岡〒812-0032 092-263-8180医療法人社団　慶生会瀨戸　加大 平19. 1. 5内   歯   診療所
     (033,883,6) 福岡県福岡市博多区石城町１番１常　勤:    4　理事長　浮舟　洋子 交代 現存
     号ＮＤＳビル２階 (医       1) 平25. 1. 5
     (歯       3)
     非常勤:    2
     (医       1)
     (歯       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   67021,134,2 福岡心身クリニック 〒812-0011 092-477-8181竹田　康彦 竹田　康彦 平19. 2. 1精   神   心内診療所
     福岡県福岡市博多区博多駅前２－常　勤:    1 交代 現存
     １７－１博多プレステージ別館３(医       1) 平25. 2. 1
     Ｆ 非常勤:    1
     (医       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   68021,135,9 鮎川内科 〒813-0032 092-663-6633鮎川　楠夫 鮎川　楠夫 平19. 4. 1内   診療所
     福岡県福岡市東区土井２丁目８番常　勤:    1 新規 現存
     ９号土井ＣＤＳビル１階 (医       1) 平25. 4. 1
     非常勤:    1
     (薬       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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   69021,138,3 医療法人えいこう　眼〒812-0894 092-589-5890医療法人　えいこう　呉　志英 平19. 4. 1眼   診療所
     科開星堂　諸岡診療所福岡県福岡市博多区諸岡一丁目２常　勤:    1理事長　呉　志英 新規 現存
     ３番１４号 (医       1) 平25. 4. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   70021,139,1 千早皮フ科クリニック〒813-0044 092-663-4112中西　和恵 中西　和恵 平19. 4. 1皮   診療所
     福岡県福岡市東区千早四丁目９３常　勤:    1 新規 現存
     番２－１０６号 (医       1) 平25. 4. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   71021,141,7 もとこクリニック祗園〒812-0038 092-282-4114中手　素子 中手　素子 平19. 5. 1内   消   呼内診療所
     福岡県福岡市博多区祇園町２番８常　勤:    1 新規 循   現存
     号リアン祗園ビル２Ｆ (医       1) 平25. 5. 1
     非常勤:    2
     (医       2)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   72021,142,5 黒木クリニック 〒812-0053 092-631-2311黒木　祥司 黒木　祥司 平19. 5. 1外   診療所
     福岡県福岡市東区箱崎１－３－６常　勤:    1 新規 現存
     (医       1) 平25. 5. 1
     非常勤:    1
     (医       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   73021,145,8 医療法人　遠藤内科ク〒812-0861 092-503-8501医療法人　遠藤内科ク遠藤　智議 平19. 5. 1内   心内 精  診療所
     リニック 福岡県福岡市博多区浦田１丁目５常　勤:    1リニック　理事長　遠 組織変更 現存
     番３１号 (医       1)藤　智議 平25. 5. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   74021,146,6 医療法人　増田耳鼻咽〒812-0007 092-411-0845医療法人　増田耳鼻咽増田　孝 平19. 5. 1耳い 気食 診療所
     喉科医院 福岡県福岡市博多区東比恵４丁目常　勤:    1喉科医院　理事長　増 組織変更 現存
     ４番１０号 (医       1)田　孝 平25. 5. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   75021,147,4 医療法人　かわさき内〒813-0016 092-663-8828医療法人　かわさき内川﨑　純也 平19. 5. 1内   循   呼  診療所
     科循環器科クリニック福岡県福岡市東区香椎浜３丁目２常　勤:    1科循環器科クリニック 組織変更 現存
     番１ (医       1)　理事長　川﨑　純也 平25. 5. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   76021,148,2 医療法人エスエイエム〒812-0041 092-621-3116医療法人　エスエイエ野村　洋子 平19. 5. 1産   婦   診療所
     　原田レディースクリ福岡県福岡市博多区吉塚２丁目４常　勤:    1ム　理事長　野村　洋 組織変更 休止
     ニック 番３号 (医       1)子 平25. 5. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   77021,149,0 医療法人　竹田内科医〒812-0018 092-283-6307医療法人　竹田内科医竹田　圭介 平19. 5. 1内   呼   胃  診療所
     院 福岡県福岡市博多区住吉３－１－常　勤:    1院　理事長　竹田　圭 組織変更 循   心内 アレ現存
     １８福岡都心共同住宅１Ｆ (医       1)介 平25. 5. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   78021,152,4 医療法人　はらだ形成〒811-0213 092-606-0777医療法人　はらだ形成原田　和朋 平19. 5. 1形外 皮   診療所
     外科皮ふクリニック 福岡県福岡市東区和白丘２丁目２常　勤:    1外科皮ふクリニック　 組織変更 現存
     番３４号 (医       1)理事長　原田　和朋 平25. 5. 1
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   79021,154,0 医療法人　木山内科 〒813-0013 092-674-2190医療法人　木山内科　木山　茂美 平19. 6. 1内   診療所
     福岡県福岡市東区香椎駅前２丁目常　勤:    1理事長　木山　茂美 組織変更 現存
     ９番２号香椎ユーマイビルⅠ　８(医       1) 平25. 6. 1
     ・９階
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   80021,155,7 医療法人皓白会　きく〒813-0016 092-201-2222医療法人　皓白会　理菊川　浩徳 平19. 6. 1眼   診療所
     かわ眼科 福岡県福岡市東区香椎浜４丁目１常　勤:    1事長　菊川　浩徳 組織変更 現存
     －８ (医       1) 平25. 6. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   81021,157,3 青木胃腸科・内科 〒812-0041 092-611-7806医療法人　聖療会　理青木　隆之 平19. 6. 1内   消   診療所
     福岡県福岡市博多区吉塚７丁目１常　勤:    1事長　青木　優美 組織変更 現存
     番５０号 (医       1) 平25. 6. 1
     非常勤:    1
     (医       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   82021,158,1 医療法人　亀田内科ク〒812-0883 092-575-0071医療法人　亀田内科ク亀田　志郎 平19. 6. 1内   診療所
     リニック 福岡県福岡市博多区南本町２－１常　勤:    1リニック　理事長　亀 組織変更 現存
     －９ (医       1)田　志郎 平25. 6. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   83021,159,9 医療法人　かわぐち耳〒813-0013 092-665-1020医療法人　かわぐち耳川口　博 平19. 6. 1耳い アレ 診療所
     鼻咽喉科 福岡県福岡市東区香椎駅前１丁目常　勤:    1鼻咽喉科　理事長　川 組織変更 現存
     １１番１号 (医       1)口　博 平25. 6. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   84021,161,5 金隈病院 〒812-0863 092-504-0097医療法人　相生会　理久野　修資 平19. 6. 1療養       440病院
     (033,889,3) 福岡県福岡市博多区金の隈３丁目常　勤:   18事長　入江　伸 交代 内   リハ 歯  療養病床
     ２４番１６号 (医      11) 平25. 6. 1 現存
     (歯       1)
     (薬       6)
     非常勤:   23
     (医      22)
     (歯       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   85021,162,3 医療法人富和会　木下〒813-0044 092-673-2555医療法人富和会　木下木下　和宏 平19. 7. 1眼   診療所
     眼科医院 福岡県福岡市東区千早４丁目９３常　勤:    1眼科医院　理事長　木 新規 現存
     －２－１０５ (医       1)下　和宏 平25. 7. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   86021,164,9 まつもと内科クリニッ〒813-0001 092-671-1233医療法人　福岡松寿会松本　守立 平19. 7. 1一般        10診療所
     ク 福岡県福岡市東区唐原１丁目１０常　勤:    1　理事長　松本　守立 組織変更 療養         6療養病床
     番１号 (医       1) 平25. 7. 1内   小   循  現存
     呼   胃   消  
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   87021,166,4 藤川めぐみクリニック〒813-0041 092-674-3737藤川　潤 藤川　潤 平19. 9. 1内   診療所
     福岡県福岡市東区水谷２－７－７常　勤:    1 新規 現存
     (医       1) 平25. 9. 1
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   88021,167,2 荒川眼科クリニック 〒812-0054 092-643-0770荒川　修 荒川　修 平19.10. 1眼   診療所
     福岡県福岡市東区馬出１－２４－常　勤:    1 新規 現存
     ４２ニューウェーブ博多ビル２階(医       1) 平25.10. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   89021,169,8 医療法人　輝栄会　福〒813-0044 092-681-3115医療法人　輝栄会　理中村　吉孝 平19. 9. 1一般       186病院
     岡輝栄会病院 福岡県福岡市東区干早５丁目１１常　勤:   23事長　中村　吉孝 組織変更 療養        73療養病床
     番５号 (医      23) 平25. 9. 1脳外 外   整外現存
     非常勤:   36 内   心外 形外
     (医      36) ひ   こう 胃  
     リウ 呼   循  
     放   アレ リハ
     呼外 眼   麻  
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   90021,172,2 メンタルヘルスケアク〒812-0011 092-433-8399濱田　薫 濱田　薫 平19.12. 1精   心内 アレ診療所
     リニック博多 福岡県福岡市博多区博多駅前三丁常　勤:    1 新規 内   現存
     目８番２０号ヤシマ博多駅前ビル(医       1) 平25.12. 1
     ７Ｆ
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   91021,173,0 いわくに内科クリニッ〒813-0041 092-683-1877岩國　治 岩國　治 平19.12. 1内   循   診療所
     ク 福岡県福岡市東区水谷二丁目１番常　勤:    1 新規 現存
     １号 (医       1) 平25.12. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   92021,174,8 永島クリニック 〒812-0011 092-482-5711永島　隆一 永島　隆一 平20. 1. 1内   循   診療所
     福岡県福岡市博多区博多駅前１丁常　勤:    1 交代 現存
     目１－１博多新三井ビル地下２階(医       1) 平26. 1. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   93021,175,5 まつしまメンタルクリ〒812-0013 092-432-6110松島　道人 松島　道人 平20. 2. 1精   心内 神  診療所
     ニック 福岡県福岡市博多区博多駅東１丁常　勤:    1 新規 現存
     目１３－１７松岡ビル２階 (医       1) 平26. 2. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   94021,176,3 駅東ひふ科・アレルギ〒812-0013 092-474-5123医療法人藤の樹会　理江上　由利子 平20. 1. 1形外 美外 皮  診療所
     ー科クリニック 福岡県福岡市博多区博多駅東１丁常　勤:    3事長　藤田　晶子 組織変更 現存
     目１２番６号－３Ｆ (医       3) 平26. 1. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   95021,177,1 医療法人　香露木会　〒811-0206 092-605-7312医療法人　香露木会　上田　美惠子 平23. 7.19内   消   循  診療所
     上田内科クリニック 福岡県福岡市東区雁の巣１丁目４常　勤:    2理事長　上田　美惠子 移動 脳外 皮   精  現存
     番７号 (医       2) 平29. 7.19
     非常勤:    7
     (医       7)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   96021,181,3 林眼科病院付属林内科〒812-0011 092-431-3680医療法人社団研英会　大石　徹也 平20. 4. 1内   診療所
     クリニック 福岡県福岡市博多区博多駅前４丁常　勤:    3理事長　林　研 新規 現存
     目７番１３号 (医       3) 平26. 4. 1
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   97021,182,1 石井メンタルクリニッ〒812-0884 092-585-3200石井　久敬 石井　久敬 平20. 4. 1心内 精   診療所
     ク 福岡県福岡市博多区寿町２丁目４常　勤:    1 新規 現存
     －１１南福岡プラザビル２階 (医       1) 平26. 4. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   98021,184,7 福岡パークサイドクリ〒812-0044 092-632-3222原野　睦生 原野　睦生 平20. 4. 1心内 精   内  診療所
     ニック 福岡県福岡市博多区千代１丁目３常　勤:    1 新規 現存
     １－２４アポロビル２０１号 (医       1) 平26. 4. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   99021,185,4 夏目心療クリニック 〒812-0012 092-401-0777夏目　高明 夏目　高明 平20. 4. 1心内 精   診療所
     福岡県福岡市博多区博多駅中央街常　勤:    1 新規 現存
     １－１新幹線博多ビル５階 (医       1) 平26. 4. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  100021,188,8 きたさと眼科クリニッ〒812-0879 092-581-5155医療法人こうしん会　北里　 也 平20. 5. 1眼   診療所
     ク 福岡県福岡市博多区銀天町１丁目常　勤:    1理事長　北里　 也 交代 現存
     ５－７ (医       1) 平26. 5. 1
     非常勤:    1
     (医       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  101021,189,6 森眼科 〒813-0016 092-662-3888森　雅彦 森　雅彦 平20. 6. 1眼   診療所
     福岡県福岡市東区香椎浜３丁目１常　勤:    1 新規 現存
     ２－１イオン香椎浜ＳＣ２Ｆ (医       1) 平26. 6. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  102021,193,8 みどりのクリニック 〒813-0025 092-691-0045社会医療法人　原土井下田　雅子 平20. 9. 1内   診療所
     福岡県福岡市東区青葉７丁目２６常　勤:    2病院　理事長　原　寛 新規 現存
     番１号 (医       2) 平26. 9. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  103021,194,6 山田医院 〒811-0321 092-603-0321山田　豊 山田　豊 平20. 8.18内   消   診療所
     福岡県福岡市東区西戸崎４丁目９常　勤:    1 交代 現存
     番１５号 (医       1) 平26. 8.18
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  104021,195,3 シグマクリニック 〒812-0875 092-589-0012八尋　眞一郎 八尋　眞一郎 平20.10. 1内   診療所
     福岡県福岡市博多区新和町２丁目常　勤:    1 新規 現存
     ５－１１ (医       1) 平26.10. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  105021,196,1 医療法人慈生会　福岡〒812-0018 092-282-7696医療法人慈生会　理事森崎　隆 平20.11. 1外   内   診療所
     がん総合クリニック 福岡県福岡市博多区住吉３－１－常　勤:    2長　森崎　隆 新規 現存
     １　富士フィルム福岡ビル６Ｆ (医       2) 平26.11. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  106021,197,9 杉本眼科クリニック 〒811-0213 092-605-5005杉本　琢二 杉本　琢二 平20.12. 1眼   診療所
     福岡県福岡市東区和白丘１丁目２常　勤:    1 新規 現存
     ２－２７ (医       1) 平26.12. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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  107021,198,7 伊東外科医院 〒812-0016 092-431-7685伊東　文明 伊東　文明 平20. 5. 1胃   外   整外診療所
     福岡県福岡市博多区博多駅南５丁常　勤:    1 交代 現存
     目１１－１６ (医       1) 平26. 5. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  108021,201,9 もりた皮ふ科・アレル〒812-0895 092-476-0123医療法人　よつ葉会　森田　圭祐 平21. 1. 1皮   アレ 診療所
     ギー科クリニック 福岡県福岡市博多区竹下２丁目４常　勤:    1理事長　森田　圭祐 組織変更 現存
     番３８号 (医       1) 平27. 1. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  109021,202,7 空港前　田中医院 〒812-0002 092-621-4728田中　仁 田中　仁 平21. 1. 1内   消   小  診療所
     福岡県福岡市博多区空港前３丁目常　勤:    2 交代 現存
     ９ー１ (医       1) 平27. 1. 1
     (薬       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  110021,204,3 すみれメディカルクリ〒813-0044 092-671-1822医療法人誠心会　理事渡邊　忠義 平21. 2.17一般        19診療所
     ニック香椎 福岡県福岡市東区千早６丁目６番常　勤:    3長　牧角　裕 交代 産   婦   小  現存
     １６号 (医       3) 平21. 2.17
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  111021,205,0 なかむら眼科 〒813-0044 092-692-9955中村　顕彦 中村　顕彦 平21. 4. 1眼   診療所
     福岡県福岡市東区千早１－８－１常　勤:    1 新規 現存
     ０ (医       1) 平27. 4. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  112021,206,8 響クリニック 〒813-0016 092-674-2211梅末　正裕 梅末　正裕 平21. 4. 1心内 精   診療所
     福岡県福岡市東区香椎浜３－２－常　勤:    1 新規 現存
     ５メディコプラザ香椎浜内 (医       1) 平27. 4. 1
     非常勤:    2
     (医       2)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  113021,207,6 香椎内科診療所 〒813-0012 092-672-0808山田　明広 山田　明広 平21. 4. 1一般    診療所
     福岡県福岡市東区香椎駅東四丁目常　勤:    2 交代 和漢 内   循  現存
     ２６番２号 (医       2) 平27. 4. 1消   
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  114021,212,6 光の庭メンタルクリニ〒812-0013 092-292-8336水間　日香里 水間　日香里 平21. 7. 1精   心内 診療所
     ック 福岡県福岡市博多区博多駅東１丁常　勤:    1 新規 現存
     目１３番１号ダンガミビルⅡ　５(医       1) 平27. 7. 1
     Ｆ 非常勤:    4
     (医       4)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  115021,214,2 福冨内科クリニック 〒812-0024 092-292-8494福冨　崇能 福冨　崇能 平21. 9. 1内   消   診療所
     福岡県福岡市博多区綱場町１－１常　勤:    1 新規 現存
     ６多田ビル２Ｆ (医       1) 平27. 9. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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  116021,216,7 アビエス　クリニック〒812-0018 092-283-1085岩橋　英彦 岩橋　英彦 平21.11. 1内   外   循  診療所
     福岡県福岡市博多区住吉１－２－常　勤:    2 新規 心外 現存
     ２５キャナルシティ博多　ビジネ(医       2) 平27.11. 1
     スセンタービル１Ｆ
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  117021,219,1 松藤医院 〒812-0017 092-431-4628片伯部　裕美子 片伯部　裕美子 平21.10.21一般    診療所
     福岡県福岡市博多区美野島２丁目常　勤:    1 交代 内   リハ 現存
     ２６－３ (医       1) 平27.10.21
     非常勤:    1
     (医       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  118021,220,9 ふれあいハートクリニ〒812-0063 092-406-0355野﨑　雅彦 野﨑　雅彦 平21.12. 1内   循   診療所
     ック 福岡県福岡市東区原田２－２１－常　勤:    1 新規 現存
     ９ (医       1) 平27.12. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  119021,221,7 ホームケアクリニック〒813-0032 092-691-8670医療法人ホームケア　原　祐一 平21.12. 1内   精   心内診療所
     福岡県福岡市東区土井１丁目２１常　勤:    1理事長　原　祐一 組織変更 神内 整外 循  現存
     番１号サンコービル４Ｆ (医       1) 平27.12. 1皮   
     非常勤:   11
     (医      11)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  120021,222,5 医療法人光和会岡田内〒811-0204 092-608-5565医療法人光和会岡田内迫口　直子 平26. 3. 3内   胃   診療所
     科医院 福岡県福岡市東区奈多３丁目１番常　勤:    1科医院　理事長　迫口 移動 現存
     １６号 (医       1)　直子 平26. 3. 3
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  121021,223,3 タカハラ整形外科クリ〒813-0016 092-671-0008医療法人　高原医院　髙原　一洋 平21.10. 1整外 リハ リウ診療所
     ニック 福岡県福岡市東区香椎浜３－２－常　勤:    1理事長　髙原　一洋 組織変更 現存
     ８ (医       1) 平27.10. 1
     非常勤:    1
     (医       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  122021,227,4 福岡市民病院 〒812-0046 092-632-1111地方独立行政法人　福桑野　博行 平22. 4. 1一般       200地域支援
     福岡県福岡市博多区吉塚本町１３常　勤:   65岡市立病院機構　理事 交代 一般（感染） 病院
     －１ (医      65)長　竹中　賢治 平28. 4. 1             4現存
     非常勤:    2 内   消   神内
     (医       2) 循   外   整外
     脳外 眼   救命
     放   リハ 麻  
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  123021,230,8 医療法人　田村医院 〒812-0053 092-651-2310医療法人田村医院　理田村　重彰 平22. 5. 1内   外   リハ診療所
     福岡県福岡市東区箱崎１－２４－常　勤:    1事長　田村　重彰 組織変更 こう 消   現存
     ３１ (医       1) 平28. 5. 1
     非常勤:    1
     (医       1)
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  124021,231,6 医療法人　川﨑外科整〒813-0045 092-671-0061医療法人　川﨑外科整川﨑　俊之 平22. 5. 1整外 リハ 外  診療所
     形外科医院 福岡県福岡市東区城浜団地８番３常　勤:    1形外科医院　理事長　 組織変更 現存
     号 (医       1)川﨑　俊之 平28. 5. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  125021,232,4 医療法人　福島整形外〒813-0044 092-663-5800医療法人福島整形外科福島　一彦 平22. 5. 1整外 リハ リウ診療所
     科クリニック 福岡県福岡市東区千早四丁目９３常　勤:    1クリニック　理事長　 組織変更 現存
     番２－２０１号 (医       1)福島　一彦 平28. 5. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  126021,233,2 博多駅東クリニック 〒812-0013 092-473-9177医療法人　博多駅東ク山本　宗滿 平22. 6. 1内   胃   診療所
     福岡県福岡市博多区博多駅東１－常　勤:    1リニック　理事長　山 組織変更 現存
     １３－９博多駅東１１３ビル２Ｆ(医       1)本　宗滿 平28. 6. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  127021,234,0 青葉レディースクリニ〒813-0036 092-663-8103医療法人　青葉レディ小松　一 平22. 6. 1一般 診療所
     ック 福岡県福岡市東区若宮五丁目１８常　勤:    3ースクリニック　理事 組織変更     一般    19現存
     番２１号 (医       3)長　小松　一 平28. 6. 1産   婦   
     非常勤:    1
     (医       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  128021,237,3 森田レディスクリニッ〒812-0894 092-588-7611森田　淑生 森田　淑生 平22. 8. 1産婦 診療所
     ク 福岡県福岡市博多区諸岡一丁目二常　勤:    1 新規 現存
     十三番十九号 (医       1) 平28. 8. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  129021,238,1 たつやまファミリーク〒813-0003 092-674-2066龍山　剛 龍山　剛 平22. 9. 1内   消   循  診療所
     リニック 福岡県福岡市東区香住ケ丘６丁目常　勤:    1 新規 現存
     ８番１４号 (医       1) 平28. 9. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  130021,242,3 医療法人　丸岡内科ク〒812-0003 092-626-1850医療法人　丸岡内科ク丸岡　彰 平23. 1. 1内   胃   診療所
     リニック 福岡県福岡市博多区大字下臼井７常　勤:    1リニック　理事長　丸 組織変更 現存
     ７８－１福岡空港第３ターミナル(医       1)岡　彰 平29. 1. 1
     ビル２Ｆ
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  131021,243,1 博多ゆめタウンアイク〒812-0055 092-643-5607奥田　和久 奥田　和久 平23. 2. 1眼   診療所
     リニック 福岡県福岡市東区東浜一丁目１－常　勤:    1 新規 現存
     １ゆめタウン博多２階 (医       1) 平29. 2. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  132021,245,6 たかの整形外科クリニ〒812-0894 092-586-0333医療法人　たかの整形髙野　信一 平23. 2. 1整外 内   リウ診療所
     ック 福岡県福岡市博多区諸岡１－２３常　勤:    1外科クリニック　理事 組織変更 リハ 現存
     －２０ (医       1)長　高野　信一 平29. 2. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  133021,247,2 医療法人社団ウィステ〒813-0016 092-674-3466医療法人社団ウィステ大西　克典 平23. 4. 1形外 皮   診療所
     リア会　アズクリニッ福岡県福岡市東区香椎浜三丁目１常　勤:    3リア会　理事長　河原 新規 現存
     ク福岡院 ２番１号イオン香椎浜ショッピン(医       3)　麗 平23. 4. 1
     グセンター２Ｆ
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  134021,248,0 福岡市立東部療育セン〒813-0025 092-410-8234福岡市　福岡市長　髙小川　弓子 平23. 4. 1小   精   神  診療所
     ター診療所 福岡県福岡市東区青葉４丁目１番常　勤:    1島　宗一郎 新規 整外 リハ 現存
     １号 (医       1) 平29. 4. 1
     非常勤:    7
     (医       7)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  135021,249,8 にしもと小児科 〒812-0064 092-627-2121西本　五郎 西本　五郎 平23. 4. 1小   診療所
     福岡県福岡市東区松田３丁目６８常　勤:    1 新規 現存
     ６－１ (医       1) 平29. 4. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  136021,250,6 山本診療所　ＹＡＭＡ〒812-0011 092-414-7063山本　哲郎 山本　哲郎 平23. 5. 1内   診療所
     ＭＯＴＯ　ＣＬＩＮＩ福岡県福岡市博多区博多駅前三丁常　勤:    1 新規 現存
     Ｃ 目９番１号 (医       1) 平29. 5. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  137021,251,4 雁の巣病院 〒811-0206 092-606-2861医療法人　優なぎ会　熊谷　雅之 平23. 4. 1一般        29病院
     (033,784,6) 福岡県福岡市東区雁の巣１丁目２常　勤:   18理事長　熊谷　雅之 組織変更 精神       264現存
     ６番１号 (医      17) 平29. 4. 1精   心内 内  
     (歯       1) リハ 歯   
     非常勤:   25
     (医      18)
     (歯       7)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  138021,252,2 はかたペインクリニッ〒812-0011 092-474-2409安田　哲二郎 安田　哲二郎 平23. 6. 1外   内   麻  診療所
     ク外科・麻酔科 福岡県福岡市博多区博多駅前２－常　勤:    1 新規 現存
     １－１福岡朝日ビル６階 (医       1) 平29. 6. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  139021,253,0 木原内科クリニック 〒812-0892 092-409-3337木原　孝治 木原　孝治 平23. 6. 1内   呼   循  診療所
     福岡県福岡市博多区東那珂１丁目常　勤:    1 新規 現存
     １４－４６フォレオ博多２Ｆ (医       1) 平29. 6. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  140021,254,8 博多祇園メンタルクリ〒812-0038 092-262-6161医療法人社団　益豊会森本　博 平23. 6. 1精   内   心内診療所
     ニック 福岡県福岡市博多区祇園町４番６常　勤:    1　理事長　深堀　元文 新規 現存
     １号 (医       1) 平29. 6. 1
     非常勤:    1
     (医       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  141021,256,3 医療法人　くらおかし〒812-0894 092-588-8668医療法人　くらおかし倉岡　抄子 平23. 7. 1小   診療所
     ょうここどもクリニッ福岡県福岡市博多区諸岡二丁目１常　勤:    1ょうここどもクリニッ 組織変更 現存
     ク ３番２６号 (医       1)ク　理事長　倉岡　抄 平29. 7. 1
     子
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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  142021,257,1 風の街よしだ外科・内〒812-0012 092-473-1873吉田　康洋 吉田　康洋 平23.10. 1外   こう 内  診療所
     科クリニック 福岡県福岡市博多区博多駅中央街常　勤:    1 新規 消   皮   アレ現存
     ５－１４ (医       1) 平29.10. 1放   麻   他  
     血管外科、疼痛
     緩和内科、漢方
     内科、消化器内
     科
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  143021,258,9 大月内科循環器内科 〒812-0029 092-282-0567大月　務 大月　務 平23.11. 1内   循   診療所
     福岡県福岡市博多区古門戸町１－常　勤:    1 新規 現存
     １　２階 (医       1) 平29.11. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  144021,259,7 福岡和白総合健診クリ〒811-0213 092-608-0138社会医療法人財団池友山永　義之 平23.11. 1内   放   消  診療所
     ニック 福岡県福岡市東区和白丘２丁目１常　勤:   12会　理事長　富永　隆 交代 耳い 現存
     １番１７号 (医      12)治 平29.11. 1
     非常勤:   15
     (医      14)
     (歯       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  145021,260,5 医療法人　のむら内科〒812-0012 092-402-0112医療法人のむら内科・野村　拓夫 平23.12. 1内   神内 診療所
     ・神経内科クリニック福岡県福岡市博多区博多駅中央街常　勤:    1神経内科クリニック　 組織変更 現存
     １－１新幹線博多ビル５階 (医       1)理事長　野村　拓夫 平29.12. 1
     非常勤:    1
     (医       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  146021,261,3 ふじ養生クリニック福〒812-0011 092-409-1345藤本　勝洋 藤本　勝洋 平24. 1. 1内   診療所
     岡 福岡県福岡市博多区博多駅前３丁常　勤:    1 新規 現存
     目７番３４号第２博多クリエイト(医       1) 平30. 1. 1
     ビル　３階
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  147021,263,9 いしだ眼科医院 〒812-0044 092-641-4333石田　美和子 石田　美和子 平24. 2. 1眼   診療所
     福岡県福岡市博多区千代４丁目１常　勤:    1 新規 現存
     番３３号 (医       1) 平30. 2. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  148021,264,7 すが耳鼻咽喉科 〒813-0025 092-663-2002医療法人　海光会　理 　孝文 平24. 1. 1耳い アレ 診療所
     福岡県福岡市東区青葉一丁目１３常　勤:    1事長　 　孝文 組織変更 現存
     番５２号 (医       1) 平30. 1. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  149021,265,4 宮﨑内科クリニック 〒813-0033 092-681-6777医療法人　幸広会　理宮﨑　宏 平24. 1. 1内   診療所
     福岡県福岡市東区多々良１丁目２常　勤:    1事長　宮﨑　忠 組織変更 現存
     ５－２３多々良グリーンビル１－(医       1) 平30. 1. 1
     Ｄ
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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  150021,269,6 安元耳鼻咽喉科クリニ〒812-0012 092-409-0787安元　和彦 安元　和彦 平24. 5. 1耳い 診療所
     ック 福岡県福岡市博多区博多駅中央街常　勤:    1 新規 現存
     １－１新幹線博多ビル５Ｆ (医       1) 平30. 5. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  151021,270,4 いなば耳鼻咽喉科 〒812-0854 092-580-8733因幡　剛 因幡　剛 平24. 5. 1耳い アレ 診療所
     福岡県福岡市博多区東月隈４丁目常　勤:    1 新規 現存
     ２番５号 (医       1) 平30. 5. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  152021,272,0 たろうクリニック 〒813-0043 092-410-3333医療法人　すずらん会内田　直樹 平24. 5. 1内   心内 精  診療所
     福岡県福岡市東区名島一丁目１番常　勤:    2　理事長　浦島　創 新規 現存
     ３１号 (医       2) 平30. 5. 1
     非常勤:   14
     (医      14)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  153021,273,8 野田医院 〒812-0044 092-651-1628野田　淳子 野田　淳子 平24. 4.13皮   アレ 診療所
     福岡県福岡市博多区千代３－３－常　勤:    1 交代 現存
     ９ (医       1) 平30. 4.13
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  154021,275,3 まつもと整形外科クリ〒811-0213 092-605-6006医療法人　成友会　理松本　大成 平24. 5. 1整外 リウ リハ診療所
     ニック 福岡県福岡市東区和白丘二丁目３常　勤:    1事長　松本　大成 組織変更 現存
     番７号 (医       1) 平30. 5. 1
     非常勤:    3
     (医       3)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  155021,276,1 吉永眼科クリニック 〒811-0213 092-410-9777医療法人　光咲会　理吉永　典貴 平24. 5. 1眼   診療所
     福岡県福岡市東区和白丘２丁目３常　勤:    1事長　吉永　典貴 組織変更 現存
     番８号 (医       1) 平30. 5. 1
     非常勤:    1
     (医       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  156021,278,7 村上循環器内科クリニ〒811-0214 092-606-7998医療法人　村上循環器村上　敦 平24. 7. 1内   循   呼  診療所
     ック 福岡県福岡市東区和白東１－２５常　勤:    1内科クリニック　理事 組織変更 消   神内 リハ現存
     －７ (医       1)長　村上　敦 平24. 7. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  157021,283,7 博多筑紫口こころクリ〒812-0013 092-414-5055医療法人社団宗仁会　中野　英樹 平25. 1. 1精   心内 診療所
     ニック 福岡県福岡市博多区博多駅東２丁常　勤:    2理事長　梅根　眞知子 新規 現存
     目５番３７号博多ニッコービル４(医       2) 平25. 1. 1
     Ｆ 非常勤:    1
     (医       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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  158021,284,5 中村眼科医院 〒813-0013 092-671-3678中村　隆彦 中村　隆彦 平25. 1. 1眼   診療所
     福岡県福岡市東区香椎駅前２丁目常　勤:    1 交代 現存
     １４－１２ (医       1) 平25. 1. 1
     非常勤:    1
     (医       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  159021,285,2 しもじ内科クリニック〒811-0201 092-605-6300医療法人　栄壮会　理下地　栄壮 平25. 1. 1内   循   診療所
     福岡県福岡市東区三苫３丁目２番常　勤:    2事長　下地　栄壮 組織変更 現存
     ４９号 (医       1) 平25. 1. 1
     (薬       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  160021,286,0 荒巻医院 〒812-0061 092-629-3311医療法人　荒巻医院　荒巻　淳 平25. 1. 1内   消   診療所
     福岡県福岡市東区筥松二丁目１４常　勤:    1理事長　荒巻　淳 組織変更 現存
     番４号 (医       1) 平25. 1. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  161021,287,8 医療法人　中尾小児科〒812-0035 092-291-4325医療法人　中尾小児科中尾　太 平25. 1. 1一般         6診療所
     医院 福岡県福岡市博多区中呉服町１番常　勤:    2医院　理事長　中尾　 組織変更 小   現存
     １６号 (医       2)太 平25. 1. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  162021,288,6 医療法人　健悠会　田〒813-0014 092-661-6730医療法人　健悠会　田田坂　健彦 平25. 1. 1一般 診療所
     坂医院 福岡県福岡市東区香椎台１丁目５常　勤:    2坂医院　理事長　田坂 組織変更     一般     8現存
     －１７ (医       2)　健二 平25. 1. 1療養
         療養     6
     外   胃   整外
     こう 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  163021,289,4 秋山とおる整形外科医〒811-0213 092-606-8111医療法人　千秋会　理秋山　徹 平25. 1. 1整外 リウ リハ診療所
     院 福岡県福岡市東区和白丘３丁目２常　勤:    1事長　秋山　徹 組織変更 現存
     ２－１ (医       1) 平25. 1. 1
     非常勤:    2
     (医       2)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  164021,291,0 たかもとホームクリニ〒813-0013 092-681-8811医療法人社団明隅会　髙本　勝博 平25. 2. 1内   外   他  診療所
     ック 福岡県福岡市東区香椎駅前２丁目常　勤:    2理事長　髙本　勝博 組織変更 現存
     １－４ (医       2) 平25. 2. 1
     非常勤:    1
     (医       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  165021,292,8 ごんどう小児科クリニ〒813-0044 092-673-3680權藤　健二郎 權藤　健二郎 平25. 4. 1小   診療所
     ック 福岡県福岡市東区千早４－１５－常　勤:    1 新規 現存
     １２ＴＨＥ　ＬＩＮＤＯＳ　１Ｆ(医       1) 平25. 4. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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  166021,295,1 福田内科総合クリニッ〒811-0213 092-607-7768医療法人　爽仁会　理福田　耕一 平25. 4. 1内   呼   循  診療所
     ク 福岡県福岡市東区和白丘二丁目１常　勤:    1事長　福田　耕一 組織変更 現存
     番４３号 (医       1) 平25. 4. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  167021,297,7 ふるかわ内科クリニッ〒812-0888 092-588-6611医療法人　古川医院　古川　敬一 平25. 5. 1内   胃   診療所
     ク 福岡県福岡市博多区板付３丁目１常　勤:    1理事長　古川　洸 新規 現存
     ４番５号 (医       1) 平25. 5. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  168021,299,3 医療法人　響会　にし〒812-0882 092-502-0024医療法人　響会　理事西山　昌宏 平25. 5. 1内   胃   消  診療所
     やま内科 福岡県福岡市博多区麦野４丁目４常　勤:    1長　西山　昌宏 組織変更 現存
     －６ (医       1) 平25. 5. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  169021,300,9 医療法人輝栄会　トリ〒813-0044 092-410-1119医療法人輝栄会　理事鍋山　健太郎 平25. 7. 1内   診療所
     ニテ千早クリニック 福岡県福岡市東区千早５丁目２番常　勤:    3長　中村　吉孝 新規 現存
     ２２号 (医       3) 平25. 7. 1
     非常勤:    2
     (医       2)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  170021,301,7 医療法人社団ＭＥＤＩ〒812-0011 092-451-6550医療法人社団ＭＥＤＩ成田　智彦 平25. 6. 1皮   形外 内  診療所
     ＡＧＥ　メディアージ福岡県福岡市博多区博多駅前二丁常　勤:    2ＡＧＥ　理事長　富島 交代 婦   現存
     ュクリニック福岡 目１７番１号博多プレステージ別(医       2)　隆裕 平25. 6. 1
     館６階 非常勤:    1
     (医       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  171021,302,5 福嶋クリニック 〒812-0041 092-621-8866福嶋　真理恵 福嶋　真理恵 平25. 6. 1一般         2診療所
     福岡県福岡市博多区吉塚１－１４常　勤:    2 交代 内   産婦 現存
     －２３ (医       2) 平25. 6. 1
     非常勤:    1
     (医       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  172021,303,3 博多皮ふ科 〒812-0012 092-414-5067医療法人しんあい会　山本　正次郎 平25. 6. 1皮   アレ 診療所
     福岡県福岡市博多区博多駅中央街常　勤:    1理事長　松尾　眞二郎 交代 現存
     １番１号新幹線博多ビル５階 (医       1) 平25. 6. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  173021,304,1 古川医院 〒812-0888 092-572-5955医療法人古川医院　理古川　洸 平25. 6. 1小   内   診療所
     福岡県福岡市博多区板付３丁目１常　勤:    1事長　古川　洸 組織変更 現存
     ４番２号 (医       1) 平25. 6. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  174021,306,6 ちはやＡＣＴクリニッ〒813-0044 092-674-0101渡邉　真里子 渡邉　真里子 平25. 9. 1精   診療所
     ク 福岡県福岡市東区千早五丁目２０常　勤:    1 新規 現存
     番１号香椎ユーマイビルⅡ　７０(医       1) 平25. 9. 1
     １ 非常勤:    1
     (医       1)



 医 療 機 関 番 号  医 療 機 関 名 称 医療機関所在地 開設者氏名 備  考管理者氏名項 番
指定年月日
登録理由
指定期間始

病床数
／

診療科名

電話番号
／

勤務医数

                 コード内容別医療機関一覧表

［平成30年 6月 1日現在　医科　　　現存／休止］ 平成30年 6月 1日作成    21 頁

  175021,308,2 ながとし小児科 〒812-0893 092-435-3501永利　義久 永利　義久 平25. 9. 1小   診療所
     福岡県福岡市博多区那珂１丁目２常　勤:    1 新規 現存
     番４号 (医       1) 平25. 9. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  176021,309,0 にしおか皮ふ科 〒811-0201 092-410-1686西岡　昭二 西岡　昭二 平25.10. 1皮   診療所
     福岡県福岡市東区三苫３丁目２－常　勤:    1 新規 現存
     ５０ (医       1) 平25.10. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  177021,310,8 博多駅南とくながクリ〒812-0016 092-432-1097德永　昌樹 德永　昌樹 平25.10. 1内   リウ 循  診療所
     ニック 福岡県福岡市博多区博多駅南３丁常　勤:    1 新規 アレ 現存
     目１８－２　１階 (医       1) 平25.10. 1
     非常勤:    1
     (医       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  178021,311,6 三和診療所 〒813-0043 092-674-0011医療法人正弘会　理事田村　喜見子 平25.10. 1内   診療所
     福岡県福岡市東区名島三丁目５２常　勤:    1長　高松　哲也 新規 現存
     番２５号 (医       1) 平25.10. 1
     非常勤:    1
     (医       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  179021,312,4 森本医院 〒812-0041 092-622-1581森本　昌子 森本　昌子 平25.10. 1内   外   胃  診療所
     福岡県福岡市博多区吉塚１丁目４常　勤:    2 交代 循   整外 リハ現存
     －１４ (医       2) 平25.10. 1皮   こう 
     非常勤:    1
     (医       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  180021,313,2 住吉外科クリニック 〒812-0044 092-651-8931住吉　康平 住吉　康平 平25.11. 1外   消   診療所
     福岡県福岡市博多区千代１丁目２常　勤:    1 交代 現存
     ４－７ (医       1) 平25.11. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  181021,314,0 太陽の丘クリニック 〒813-0023 092-663-2100豊田　美都 豊田　美都 平25.12. 1内   心内 皮  診療所
     福岡県福岡市東区蒲田五丁目７－常　勤:    1 新規 現存
     ３０ (医       1) 平25.12. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  182021,315,7 筥松病院 〒812-0061 092-621-2258医療法人互舎会　理事柳本　一行 平25.12. 1精神       183病院
     福岡県福岡市東区筥松１丁目３番常　勤:    2長　松元　寛仁 交代 精   心内 内  現存
     ９号 (医       2) 平25.12. 1神内 
     非常勤:   25
     (医      25)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------



 医 療 機 関 番 号  医 療 機 関 名 称 医療機関所在地 開設者氏名 備  考管理者氏名項 番
指定年月日
登録理由
指定期間始

病床数
／

診療科名

電話番号
／

勤務医数

                 コード内容別医療機関一覧表

［平成30年 6月 1日現在　医科　　　現存／休止］ 平成30年 6月 1日作成    22 頁

  183021,316,5 和白クリニック 〒811-0202 092-608-7707医療法人　鵬志会　理古賀　孝臣 平26. 1. 1内   診療所
     福岡県福岡市東区和白三丁目１５常　勤:    2事長　別府　鵬飛 新規 現存
     番２０号 (医       2) 平26. 1. 1
     非常勤:    4
     (医       4)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  184021,318,1 古賀胃腸内科医院 〒812-0044 092-651-0584古賀　千晶 古賀　千晶 平27. 9.24胃   内   消  診療所
     福岡県福岡市博多区千代４－１－常　勤:    1 移動 現存
     ３３　西鉄千代県庁口ビル１Ｆ (医       1) 平27. 9.24
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  185021,319,9 谷小児科医院 〒812-0016 092-431-5655医療法人櫻井会　理事谷　秀雄 平26. 3. 1小   内   アレ診療所
     福岡県福岡市博多区博多駅南三丁常　勤:    2長　谷　秀雄 組織変更 現存
     目４番３７号 (医       2) 平26. 3. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  186021,320,7 伊東内科小児科医院 〒813-0043 092-681-1000伊東　歌子 伊東　歌子 平26. 2. 2内   小   診療所
     福岡県福岡市東区名島２丁目４１常　勤:    1 交代 現存
     －５ (医       1) 平26. 2. 2
     非常勤:    2
     (医       2)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  187021,322,3 さかもと内科クリニッ〒812-0011 092-472-9477坂本　雅晴 坂本　雅晴 平26. 4. 1内   消   呼内診療所
     ク 福岡県福岡市博多区博多駅前２－常　勤:    1 交代 現存
     ３－７－２Ｆ (医       1) 平26. 4. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  188021,324,9 うちかど脳神経外科ク〒812-0893 092-477-2355医療法人　ニューロス内門　久明 平26. 5. 1脳外 リハ 診療所
     リニック 福岡県福岡市博多区那珂一丁目２常　勤:    1パイン　理事長　内門 組織変更 現存
     番３号 (医       1)　久明 平26. 5. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  189021,326,4 ひなたメンタルクリニ〒812-0013 092-441-7708黒木　まどか 黒木　まどか 平26. 6. 1心内 精   診療所
     ック 福岡県福岡市博多区博多駅東１－常　勤:    1 新規 現存
     １－３３はかた近代ビル２階 (医       1) 平26. 6. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  190021,327,2 千早腎・泌尿器科クリ〒813-0044 092-682-2121柳　宗賢 柳　宗賢 平26. 6. 1ひ   内   診療所
     ニック 福岡県福岡市東区千早２丁目２８常　勤:    1 新規 現存
     番３４号リンブラン１階Ｂ号 (医       1) 平26. 6. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  191021,328,0 亀﨑小児科医院 〒811-0213 092-606-2076亀﨑　健太郎 亀﨑　健太郎 平26. 4.23小   診療所
     福岡県福岡市東区和白丘４－３０常　勤:    1 交代 現存
     －２５ (医       1) 平26. 4.23
     非常勤:    1
     (医       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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  192021,330,6 田原眼科 〒813-0013 092-681-1014田原　昭彦 田原　昭彦 平26. 8. 1眼   診療所
     福岡県福岡市東区香椎駅前１丁目常　勤:    1 交代 現存
     ７番１号 (医       1) 平26. 8. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  193021,331,4 九州総合診療クリニッ〒812-0011 092-482-1600岡田　享子 岡田　享子 平26. 9. 1内   診療所
     ク 福岡県福岡市博多区博多駅前３丁常　勤:    1 交代 現存
     目２５－２１博多駅前ビジネスセ(医       1) 平26. 9. 1
     ンター１Ｆ 非常勤:    3
     (医       3)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  194021,332,2 安元内科・胃腸クリニ〒812-0046 092-292-8703安元　健二 安元　健二 平26.10. 1内   胃   診療所
     ック 福岡県福岡市博多区吉塚本町１３常　勤:    1 新規 現存
     －２７　２Ｆ (医       1) 平26.10. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  195021,334,8 一般社団法人あきの会〒812-0044 092-651-7325一般社団法人あきの会友田　宏幸 平26.10. 1一般        52病院
     　療養介護事業所　虹福岡県福岡市博多区千代１丁目１常　勤:    1　代表理事　中村　佳 交代 神内 リハ 現存
     の家 ５番１０号 (医       1)奈 平26.10. 1
     非常勤:   22
     (医      22)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  196021,335,5 地方独立行政法人　福〒813-0017 092-682-7000地方独立行政法人福岡原　寿郎 平26.11. 1一般       239病院
     (023,042,1) 岡市立病院機構　福岡福岡県福岡市東区香椎照葉五丁目常　勤:  115市立病院機構　理事長 移動 小   内   精  現存
     市立こども病院 １番１号 (医     113)　竹中　賢治 平26.11. 1心外 小外 形外
     (歯       2) 整外 ひ   眼  
     耳い 麻   産  
     放   脳外 皮  
     小歯 アレ 呼内
     リハ 他   
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  197021,337,1 博多ひのきクリニック〒812-0016 092-477-7215檜　友也 檜　友也 平26.12. 1内   外   小  診療所
     福岡県福岡市博多区博多駅南１丁常　勤:    1 新規 現存
     目８－３４－７階 (医       1) 平26.12. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  198021,338,9 古賀総合クリニック 〒813-0013 092-674-0140古賀　信一 古賀　信一 平27. 1. 1内   整外 外  診療所
     福岡県福岡市東区香椎駅前２丁目常　勤:    1 新規 現存
     １０番１０号 (医       1) 平27. 1. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  199021,339,7 はらまき内科消化器内〒813-0044 092-681-1324医療法人　香清会　理服巻　誠 平27. 1. 1内   胃   診療所
     科クリニック 福岡県福岡市東区千早六丁目５番常　勤:    1事長　服巻　誠 組織変更 現存
     １３号 (医       1) 平27. 1. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  200021,340,5 医療法人オーピーティ〒812-0007 092-441-2623医療法人オーピーティ池松　渉 平27. 1. 1内   診療所
     ー　東比恵内科 福岡県福岡市博多区東比恵四丁目常　勤:    1ー　理事長　池松　渉 組織変更 現存
     ４番８号 (医       1) 平27. 1. 1
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  201021,341,3 かなみやクリニック 〒812-0016 092-432-0738金宮　八重子 金宮　八重子 平27. 2. 1脳外 整外 内  診療所
     福岡県福岡市博多区博多駅南１丁常　勤:    1 新規 現存
     目３番１１号ＫＤＸ博多南ビル１(医       1) 平27. 2. 1
     Ｆ 非常勤:    3
     (医       3)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  202021,342,1 博多駅前まちかど皮膚〒812-0011 092-260-3662谷川　治 谷川　治 平27. 4. 1皮   アレ 診療所
     科クリニック 福岡県福岡市博多区博多駅前３丁常　勤:    1 新規 現存
     目２５番２１号博多駅前ビジネス(医       1) 平27. 4. 1
     センタービル１Ｆ
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  203021,343,9 畑眼科 〒813-0044 092-663-1800医療法人　孔成会　理畑　快右 平27. 3. 1眼   診療所
     福岡県福岡市東区千早四丁目１５常　勤:    1事長　畑　快右 組織変更 現存
     番１２号ＴＨＥ　ＬＩＮＤＯＳ　(医       1) 平27. 3. 1
     １階
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  204021,344,7 とも整形外科スポーツ〒812-0042 092-432-3025竹田　智則 竹田　智則 平27. 4. 1整外 リハ 診療所
     クリニック 福岡県福岡市博多区豊１丁目４番常　勤:    1 新規 現存
     －３２号 (医       1) 平27. 4. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  205021,345,4 上田説子往診クリニッ〒813-0003 092-681-5588上田　説子 上田　説子 平27. 5. 1皮   診療所
     ク 福岡県福岡市東区香住ケ丘３丁目常　勤:    1 新規 現存
     ２－３ (医       1) 平27. 5. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  206021,346,2 たかはら皮ふ科 〒813-0044 092-682-1257髙原　正和 髙原　正和 平27. 4. 1皮   診療所
     福岡県福岡市東区千早２－１－１常　勤:    1 交代 現存
     東海住宅ビル３Ｆ (医       1) 平27. 4. 1
     非常勤:    1
     (医       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  207021,347,0 安部整形外科クリニッ〒812-0018 092-431-1901医療法人　医龍会　理安部　龍暢 平27. 5. 1整外 リハ 診療所
     ク 福岡県福岡市博多区住吉四丁目８常　勤:    1事長　安部　龍暢 新規 現存
     番２４号２階 (医       1) 平27. 5. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  208021,348,8 山口整形外科医院 〒812-0893 092-411-3205医療法人　山口整形外山口　登 平27. 4. 1一般        13診療所
     福岡県福岡市博多区那珂三丁目１常　勤:    2科医院　理事長　山口 組織変更 療養         6現存
     １番１５号 (医       2)　登 平27. 4. 1整外 リハ リウ
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  209021,350,4 心まるクリニック・千〒813-0044 092-663-1113山下　法文 山下　法文 平26. 6. 1心内 精   診療所
     早 福岡県福岡市東区千早４丁目２２常　勤:    1 新規 現存
     －３７　Ｅタクビル２階 (医       1) 平26. 6. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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  210021,351,2 松井内科胃腸クリニッ〒813-0043 092-673-7800医療法人松井内科胃腸松井　謙明 平27. 5. 1内   消   胃  診療所
     ク 福岡県福岡市東区名島２丁目２－常　勤:    1クリニック　理事長　 新規 現存
     ２２ (医       1)松井　謙明 平27. 5. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  211021,353,8 福岡ハートクリニック〒813-0036 092-663-3806安永　智彦 安永　智彦 平27. 5. 1一般 診療所
     福岡県福岡市東区若宮１－２８－常　勤:    1 交代     一般    15現存
     ８ (医       1) 平27. 5. 1循   内   
     非常勤:    1
     (医       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  212021,354,6 うだ脳神経外科クリニ〒813-0016 092-672-1204医療法人うだ脳神経外卯田　健 平27. 6. 1脳外 診療所
     ック 福岡県福岡市東区香椎浜三丁目２常　勤:    1科クリニック　理事長 組織変更 現存
     番６号 (医       1)　卯田　健 平27. 6. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  213021,355,3 疋田病院 〒813-0011 092-681-3111医療法人　みどり　理宮﨑　宏之 平27. 6. 1精神       246病院
     福岡県福岡市東区香椎４－８－１常　勤:    6事長　疋田　好太郎 組織変更 精   現存
     ５ (医       6) 平27. 6. 1
     非常勤:   13
     (医      13)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  214021,359,5 ホームケアクリニック〒812-0877 092-558-3933医療法人マインド伊原花田　智映 平27.10. 1内   循   消  診療所
     　アンリ南福岡 福岡県福岡市博多区元町２丁目１常　勤:    3春日クリニック　理事 新規 現存
     番６号 (医       3)長　花田　慎一郎 平27.10. 1
     非常勤:    1
     (医       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  215021,360,3 ハウステンボスサテラ〒812-0038 092-282-5005石橋　徹 石橋　徹 平27.11. 1リウ 整外 消  診療所
     イト・Ｈ２クリニック福岡県福岡市博多区祇園町２－１常　勤:    2 新規 内   脳外 現存
     博多 シティ１７ビル１Ｆ (医       2) 平27.11. 1
     非常勤:    3
     (医       3)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  216021,361,1 よつばの杜クリニック〒813-0035 092-674-1212医療法人ホームケア　伊藤　さおり 平27.12. 1皮   アレ 内  診療所
     福岡県福岡市東区松崎４丁目４０常　勤:    2理事長　原　祐一 新規 リウ 形外 現存
     番１８号 (医       2) 平27.12. 1
     非常勤:    6
     (医       6)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  217021,362,9 健康医療クリニック 〒812-0011 092-260-7239医療法人星子医院　理星子　勝 平27.12. 1外   内   皮  診療所
     福岡県福岡市博多区博多駅前一丁常　勤:    1事長　星子　勝 新規 他   現存
     目１２番１８号 (医       1) 平27.12. 1
     非常勤:    2
     (医       2)
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  218021,364,5 藤本眼科 〒812-0012 092-409-6610医療法人博藤会　理事藤本　武 平27.12. 1眼   診療所
     福岡県福岡市博多区博多駅中央街常　勤:    3長　藤本　武 交代 現存
     １番１号ＪＲ博多シティ８階 (医       3) 平27.12. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  219021,365,2 原皮フ科クリニック 〒812-0034 092-281-2115医療法人　原皮フ科ク原　幸子 平27.12. 1皮   アレ 診療所
     福岡県福岡市博多区下呉服町２番常　勤:    1リニック　理事長　原 組織変更 現存
     １３号３Ｆ (医       1)　幸子 平27.12. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  220021,366,0 伊藤整形外科医院 〒812-0887 092-501-2161伊藤　滋敏 伊藤　滋敏 平28. 1. 1整外 リハ リウ診療所
     福岡県福岡市博多区三筑１丁目２常　勤:    2 交代 現存
     番８号 (医       2) 平28. 1. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  221021,367,8 太田医院 〒812-0024 092-291-0417医療法人蓮珠会太田医太田　勝利 平28. 1. 1内   循   診療所
     福岡県福岡市博多区綱場町１番１常　勤:    1院　理事長　太田　勝 組織変更 現存
     ０号 (医       1)利 平28. 1. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  222021,368,6 点滴・予防クリニック〒812-0011 092-292-6639前田　晋至 前田　晋至 平28. 2. 1内   診療所
     福岡県福岡市博多区博多駅前３丁常　勤:    1 新規 現存
     目３番１２号７Ｆ (医       1) 平28. 2. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  223021,369,4 奈多こどもファミリー〒811-0204 092-605-7719深町　滋 深町　滋 平28. 3. 1小   診療所
     クリニック 福岡県福岡市東区奈多３丁目６番常　勤:    1 新規 現存
     ２０号 (医       1) 平28. 3. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  224021,370,2 多田循環器内科・内科〒812-0054 092-645-1155多田　英生 多田　英生 平28. 4. 1循   内   診療所
     福岡県福岡市東区馬出１丁目２４常　勤:    1 新規 現存
     －４２　ニューウェーブ博多ビル(医       1) 平28. 4. 1
     ３Ｆ
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  225021,371,0 夜間診療所 〒810-0801 092-272-1777德本　輝弘 德本　輝弘 平28. 4. 1内   心内 精  診療所
     福岡県福岡市博多区中洲５丁目３常　勤:    1 新規 皮   現存
     番２１号４Ｆ (薬       1) 平28. 4. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  226021,372,8 福岡大学博多駅クリニ〒812-0012 092-435-1011学校法人福岡大学　理森戸　夏美 平28. 4. 1内   呼内 循  診療所
     ック 福岡県福岡市博多区博多駅中央街常　勤:    5事長　貫　正義 新規 消   整外 脳外現存
     ９番１号　ＫＩＴＴＥ博多８階 (医       5) 平28. 4. 1形外 美外 精  
     非常勤:   48 小   皮   産婦
     (医      48) ひ   心外 他  
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  227021,373,6 榎本内科医院 〒811-0202 092-606-3333医療法人　榎本内科医榎本　正和 平28. 4. 1内   循   胃  診療所
     福岡県福岡市東区和白５丁目９－常　勤:    1院　理事長　榎本　正 組織変更 現存
     ７ (医       1)和 平28. 4. 1
     非常勤:    1
     (医       1)
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  228021,374,4 千早並木通りクリニッ〒813-0044 092-682-6688古賀　茂 古賀　茂 平28. 5. 1心内 精   診療所
     ク 福岡県福岡市東区千早４丁目２１常　勤:    1 新規 現存
     番５５号 (医       1) 平28. 5. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  229021,375,1 医療法人鳳鳴会　吉田〒812-0017 092-260-9797医療法人鳳鳴会　理事岡留　綾 平28. 7. 1内   診療所
     百年橋クリニック 福岡県福岡市博多区美野島３丁目常　勤:    1長　吉田　匡人 新規 現存
     １７番２８号 (医       1) 平28. 7. 1
     非常勤:    2
     (医       2)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  230021,376,9 二宮医院 〒812-0053 092-651-1327二宮　一郎 二宮　一郎 平28. 5. 1内   消   循  診療所
     福岡県福岡市東区箱崎２丁目４番常　勤:    1 交代 胃   現存
     １号 (医       1) 平28. 5. 1
     非常勤:    3
     (医       3)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  231021,377,7 城山国際医院 〒812-0054 092-645-2177城山　隆季 城山　隆季 平28. 6. 1内   消   診療所
     福岡県福岡市東区馬出１－１０－常　勤:    1 新規 現存
     ２－７Ｆ (医       1) 平28. 6. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  232021,378,5 由香内科医院 〒812-0013 092-436-1202田嶋　由香 田嶋　由香 平28. 6. 1内   診療所
     福岡県福岡市博多区博多駅東２丁常　勤:    1 新規 現存
     目１番２３号サニックス博多ビル(医       1) 平28. 6. 1
     ２０１号室
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  233021,379,3 つつみクリニック福岡〒812-0022 092-273-2222医療法人　徳隣会　理松尾　美希 平28. 6. 1内   診療所
     福岡県福岡市博多区神屋町２番２常　勤:    3事長　堤　光太郎 新規 現存
     ６－１０３号 (医       3) 平28. 6. 1
     非常勤:   14
     (医      14)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  234021,380,1 うえむらメンタルサポ〒812-0024 092-260-3757上村　敬一 上村　敬一 平28. 7. 1精   心内 内  診療所
     ート診療所 福岡県福岡市博多区綱場町５－１常　勤:    1 新規 現存
     初瀬屋福岡ビル６階 (医       1) 平28. 7. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  235021,381,9 医療法人ＳＳＣ　工藤〒813-0013 092-663-1550医療法人ＳＳＣ　理事工藤　庄治 平28. 7. 1一般 診療所
     耳鼻咽喉科 福岡県福岡市東区香椎駅前二丁目常　勤:    1長　坂口　伸治 新規     一般     1現存
     １２番５４号オリジンビル１０３(医       1) 平28. 7. 1耳い アレ 
     号 非常勤:    9
     (医       9)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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  236021,382,7 医療法人福岡桜十字　〒812-0012 092-260-9915医療法人福岡桜十字　宮本　彰俊 平28. 8. 1内   消   診療所
     桜十字博多駅健診クリ福岡市博多区博多駅中央街８－１常　勤:    1理事長　今村　博孝 新規 現存
     ニックＪＲＪＰ博多ビ (医       1) 平28. 8. 1
     ル 非常勤:    1
     (医       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  237021,383,5 かわはらだ循環器内科〒812-0854 092-580-8870医療法人　かわはらだ河原田　孝宣 平28. 8. 1内   循   診療所
     クリニック 福岡市博多区東月隈４丁目１－１常　勤:    1循環器内科クリニック 組織変更 現存
     ７ (医       1)　理事長　河原田　孝 平28. 8. 1
     宣
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  238021,385,0 横山裕クリニック＋泌〒812-0012 092-292-5500横山　裕 横山　裕 平28. 9. 1ひ   診療所
     尿器科 福岡市博多区博多駅中央街１－１常　勤:    1 新規 男性不妊治療外現存
     新幹線博多ビル５階 (医       1) 平28. 9. 1科
     非常勤:    3
     (医       3)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  239021,386,8 疋田クリニック 〒813-0044 092-672-7895医療法人　みどり　理疋田　健次郎 平28. 8. 1精   心内 診療所
     福岡市東区千早五丁目２０番１号常　勤:    1事長　疋田　好太郎 交代 現存
     (医       1) 平28. 8. 1
     非常勤:    3
     (医       3)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  240021,387,6 医療法人相生会　新吉〒812-0041 092-621-3706医療法人　相生会　理小西　淳二 平28. 9. 1療養 病院
     塚病院 福岡市博多区吉塚７丁目６番２９常　勤:    4事長　入江　伸 新規     療養   143現存
     号 (医       4) 平28. 9. 1内   リハ 神内
     非常勤:   11
     (医      11)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  241021,388,4 博多診療所 〒812-0011 092-688-2534守谷　幸一郎 守谷　幸一郎 平28. 9. 1内   麻   診療所
     福岡市博多区博多駅前二丁目７－常　勤:    1 新規 現存
     ９ (医       1) 平28. 9. 1
     非常勤:    2
     (医       2)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  242021,389,2 がんこクリニック 〒812-0888 092-260-8376医療法人　寛惠会　理市野　功 平28. 8. 1内   他   歯  診療所
     (023,083,5) 福岡市博多区板付１－５－９ 常　勤:    3事長　渡邉　寛宣 交代 現存
     (医       2) 平28. 8. 1
     (歯       1)
     非常勤:    1
     (医       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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  243021,390,0 たけした耳鼻咽喉科 〒811-0204 092-692-6680医療法人　たけした耳竹下　宗德 平28. 9. 1耳い 診療所
     福岡市東区奈多一丁目１０番１０常　勤:    1鼻咽喉科　理事長　竹 新規 現存
     号サンシャインビル３階 (医       1)下　宗德 平28. 9. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  244021,391,8 みぶ博多駅前クリニッ〒812-0011 092-292-1420壬生　隆一 壬生　隆一 平28. 9. 1こう 胃   外  診療所
     ク 福岡市博多区博多駅前二丁目１７常　勤:    1 新規 現存
     －１５ＮＰＣビル２階 (医       1) 平28. 9. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  245021,392,6 博多メディカルクリニ〒812-0043 092-710-7600田中　基貴 田中　基貴 平28.10. 1整外 内   リハ診療所
     ック 福岡市博多区堅粕４丁目１６－２常　勤:    1 新規 現存
     １ (医       1) 平28.10. 1
     非常勤:    5
     (医       5)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  246021,393,4 さわさき眼科 〒812-0858 092-503-8888医療法人さわさき眼科澤崎　陽子 平29. 1. 1眼   診療所
     福岡市博多区月隈二丁目３番８号常　勤:    1　理事長　澤崎　陽子 組織変更 現存
     (医       1) 平29. 1. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  247021,394,2 やまじ内科クリニック〒812-0018 092-292-8910医療法人浩友会　理事山路　浩三郎 平29. 1. 1内   循   呼内診療所
     福岡市博多区住吉五丁目１８番９常　勤:    1長　山路　浩三郎 組織変更 現存
     号松口ビル１Ｆ (医       1) 平29. 1. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  248021,395,9 ゆう内科医院 〒813-0044 092-674-3700医療法人三美会ゆう内田中　優一 平29. 1. 1内   呼内 消  診療所
     福岡市東区千早四丁目２２番３７常　勤:    1科医院　理事長　田中 組織変更 現存
     号Ｅタクビル１Ｆ (医       1)　優一 平29. 1. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  249021,396,7 かきの脳神経外科・内〒812-0882 092-558-9800医療法人柿の樹会　理柿野　俊介 平29. 1. 1脳外 内   診療所
     科クリニック 福岡市博多区麦野六丁目２２番１常　勤:    2事長　柿野　俊介 組織変更 現存
     １号 (医       2) 平29. 1. 1
     非常勤:    1
     (医       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  250021,397,5 風の森皮ふ科 〒812-0854 092-580-8077裵　祥宰 裵　祥宰 平29. 2. 1皮   アレ 他  診療所
     福岡市博多区東月隈４丁目２番１常　勤:    1 新規 現存
     ０号 (医       1) 平29. 2. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  251021,398,3 金光医院 〒812-0044 092-651-2083金光　博信 金光　博信 平29. 1. 1小   内   診療所
     福岡市博多区千代三丁目３－３３常　勤:    2 交代 現存
     (医       2) 平29. 1. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  252021,399,1 ほそかわ整形外科 〒813-0025 092-410-3303医療法人哲陽会　理事細川　哲 平29. 2. 1整外 リハ リウ診療所
     福岡市東区青葉七丁目５番２号 常　勤:    1長　細川　哲 組織変更 現存
     (医       1) 平29. 2. 1
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  253021,400,7 まつうら整形外科 〒812-0882 092-558-5288医療法人まつうら整形松浦　傑 平29. 2. 1整外 リハ リウ診療所
     福岡市博多区麦野六丁目２２番１常　勤:    1外科　理事長　松浦　 組織変更 現存
     ０号 (医       1)傑 平29. 2. 1
     非常勤:    3
     (医       3)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  254021,401,5 よう整形外科クリニッ〒812-0046 092-260-3935医療法人己平会　理事楊　昌憲 平29. 3. 1整外 リハ リウ診療所
     ク 福岡市博多区吉塚本町１３番２７常　勤:    1長　楊　昌憲 組織変更 現存
     号ＲＪＲプレシア吉塚駅前Ⅱ－２(医       1) 平29. 3. 1
     Ｆ 非常勤:    2
     (医       2)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  255021,402,3 やました甲状腺病院 〒812-0034 092-281-1300医療法人福甲会　理事山下　弘幸 平29. 4. 1一般        35病院
     福岡市博多区下呉服町１番８号 常　勤:    8長　山下　弘幸 その他 内   外   麻  現存
     (医       8) 平29. 4. 1
     非常勤:    5
     (医       5)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  256021,403,1 こうけん医院 〒812-0041 092-621-0043木村　耕子 木村　耕子 平29. 4. 1内   循   他  診療所
     福岡市博多区吉塚３丁目７－１９常　勤:    2 交代 現存
     (医       2) 平29. 4. 1
     非常勤:    1
     (医       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  257021,405,6 あゆ在宅クリニック 〒812-0858 092-710-0310吉村　薫 吉村　薫 平29. 5. 1内   診療所
     福岡市博多区月隈２丁目１－１ 常　勤:    1 新規 現存
     (医       1) 平29. 5. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  258021,406,4 ひまわりホームクリニ〒812-0044 092-292-1688医療法人ひまわり会　工藤　啓介 平29. 5. 1内   外   消  診療所
     ック 福岡市博多区千代１丁目１－５５常　勤:    1理事長　松尾　眞二郎 移動 皮   他   現存
     (医       1) 平29. 5. 1
     非常勤:    3
     (医       3)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  259021,407,2 原口クリニック 〒812-0013 092-474-3001原口　和也 原口　和也 平29. 5.12形外 美外 他  診療所
     福岡市博多区博多駅東１－１２－常　勤:    1 交代 現存
     ５博多大島ビル３Ｆ (医       1) 平29. 5.12
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  260021,408,0 よしむら脳神経外科・〒812-0053 092-632-2288吉村　文秀 吉村　文秀 平29. 7. 1脳外 神内 診療所
     頭痛クリニック 福岡市東区箱崎６丁目１３番３号常　勤:    1 新規 現存
     (医       1) 平29. 7. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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  261021,409,8 内田整形外科医院 〒813-0041 092-681-2511医療法人内田整形外科内田　 雄 平29. 6. 1整外 リハ リウ診療所
     福岡市東区水谷一丁目１９番１７常　勤:    1医院　理事長　内田　 組織変更 現存
     号 (医       1) 雄 平29. 6. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  262021,410,6 江口皮ふ科 〒813-0025 092-710-9339江口　弘伸 江口　弘伸 平29. 7. 1皮   他   診療所
     福岡市東区青葉７丁目５番３号 常　勤:    1 新規 現存
     (医       1) 平29. 7. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  263021,411,4 まえだ整形外科　博多〒812-0034 092-710-7455前田　朗 前田　朗 平29. 7. 1整外 リハ 診療所
     ひざスポーツクリニッ福岡市博多区下呉服町５－７ 常　勤:    1 新規 現存
     ク (医       1) 平29. 7. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  264021,412,2 千早ハートクリニック〒813-0041 092-663-1900医療法人千心会　理事森　超夫 平29. 6. 1内   循   呼内診療所
     福岡市東区水谷二丁目５０番１号常　勤:    1長　森　超夫 組織変更 現存
     (医       1) 平29. 6. 1
     非常勤:    1
     (医       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  265021,413,0 あだち耳鼻咽喉科 〒813-0043 092-710-8733安達　一雄 安達　一雄 平29.10. 1耳い 診療所
     福岡市東区名島２丁目３０－１６常　勤:    1 新規 現存
     (医       1) 平29.10. 1
     非常勤:    1
     (医       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  266021,414,8 誠十字クリニック 〒812-0041 092-622-9030医療法人誠十字クリニ勇　有紀 平29.12. 1整外 リハ 外  診療所
     福岡市博多区吉塚五丁目６番３２常　勤:    1ック　理事長　勇　有 組織変更 内   現存
     号 (医       1)紀 平29.12. 1
     非常勤:    1
     (医       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  267021,415,5 照葉浅部クリニック 〒813-0017 092-202-2000医療法人吉松会　理事浅部　浩史 平30. 1. 1内   小   小外診療所
     福岡市東区香椎照葉２丁目２番７常　勤:    1長　浅部　浩史 組織変更 現存
     号 (医       1) 平30. 1. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  268021,416,3 うえひらウィメンズク〒812-0053 092-206-1255医療法人謙恕会　理事上平　謙二 平30. 1. 1婦   産   内  診療所
     リニック 福岡市東区箱崎一丁目５番８号 常　勤:    1長　上平　謙二 組織変更 現存
     (医       1) 平30. 1. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  269021,417,1 やまぐち耳鼻咽喉科 〒812-0013 092-474-8189山口　仁平 山口　仁平 平30. 4. 1耳い 気食 アレ診療所
     福岡市博多区博多駅東１丁目１３常　勤:    1 交代 現存
     －３１駅東サンシティビル３Ｆ (医       1) 平30. 4. 1
     非常勤:    1
     (医       1)
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  270021,418,9 医療法人福満会　ふく〒813-0016 092-681-3331医療法人福満会　理事佐内　透 平30. 4. 1一般        19診療所
     みつクリニック 福岡市東区香椎浜４丁目１０番１常　勤:    2長　福満　東馬 その他 透析 内   循  現存
     号 (医       2) 平30. 4. 1リハ 
     非常勤:    9
     (医       9)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  271021,419,7 医療法人　美土里会　〒813-0011 092-663-5111医療法人美土里会　理近藤　浩子 平30. 5. 1内   他   診療所
     近藤内科クリニック 福岡市東区香椎四丁目１番３０号常　勤:    1事長　近藤　浩子 組織変更 現存
     (医       1) 平30. 5. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  272021,420,5 まえだクリニック 〒813-0017 092-410-5222医療法人海陽会まえだ前田　正彦 平30. 5. 1内   消   他  診療所
     福岡市東区香椎照葉三丁目４番５常　勤:    1クリニック　理事長　 組織変更 現存
     号 (医       1)前田　正彦 平30. 5. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  273021,421,3 ほうち耳鼻咽喉科 〒812-0892 092-292-7741寳地　信介 寳地　信介 平30. 6. 1耳い アレ 他  診療所
     福岡市博多区東那珂３丁目２番３常　勤:    1 新規 現存
     ０号 (医       1) 平30. 6. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  274031,343,7 藤木整形外科・内科・〒812-0039 092-291-1360藤木　朝之 藤木　朝之 昭43. 3. 1整外 内   循  診療所
     循環器科クリニック 福岡県福岡市博多区冷泉町５－２常　勤:    1 現存
     ５ (医       1) 平28. 3. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  275031,355,1 多田クリニック 〒812-0024 092-291-1383多田　秀敏 多田　秀敏 昭43.10. 1内   診療所
     福岡県福岡市博多区綱場町１－１常　勤:    1 現存
     ６ (医       1) 平28.10. 1
     非常勤:    1
     (医       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  276031,356,9 古賀医院 〒812-0053 092-651-0225古賀　説夫 古賀　説夫 昭43.12. 1一般         6診療所
     福岡県福岡市東区箱崎１丁目２０常　勤:    1 内   産婦 リハ現存
     番１８号 (医       1) 平28.12. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  277031,431,0 大城外科胃腸科医院 〒812-0017 092-441-1700大城　武 大城　武 昭46. 9. 1一般    診療所
     福岡県福岡市博多区美野島３丁目常　勤:    1 胃   外   こう現存
     ２２－５１ (医       1) 平28. 9. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  278031,471,6 博多南ビル内科クリニ〒812-0016 092-451-3030安部　紘一郎 安部　紘一郎 昭48. 8. 1内   消   循  診療所
     ック 福岡県福岡市博多区博多駅南１丁常　勤:    1 現存
     目３－１１住友生命博多南ビル４(医       1) 平24. 8. 1
     階
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  279031,505,1 管理センタービル石橋〒813-0034 092-622-2491石橋　正義 石橋　正義 昭50. 7. 1内   診療所
     内科クリニック 福岡県福岡市東区多の津１丁目１常　勤:    1 現存
     ４－１ (医       1) 平29. 7. 1
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  280031,508,5 山家内科医院 〒811-0212 092-606-5255山家　肇 山家　肇 昭50. 9. 1内   呼   消  診療所
     福岡県福岡市東区美和台７丁目２常　勤:    1 循   現存
     ９番２号 (医       1) 平28. 5. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  281031,530,9 合屋医院 〒812-0879 092-581-0258合屋　日出彦 合屋　日出彦 昭53. 1. 1耳い 診療所
     福岡県福岡市博多区銀天町３丁目常　勤:    1 現存
     １番１６号 (医       1) 平29. 1. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  282031,560,6 添島内科医院 〒813-0031 092-691-3663添島　國統 添島　國統 昭55. 5. 1内   消   循  診療所
     福岡県福岡市東区八田１丁目１４常　勤:    1 現存
     番１３号 (医       1) 平28. 5. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  283031,594,5 近藤皮膚科医院 〒811-0202 092-608-1171近藤　親司 近藤　親司 昭60. 5. 1皮   診療所
     福岡県福岡市東区和白１丁目３－常　勤:    1 現存
     ２２ (医       1) 平30. 5. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  284031,602,6 松野眼科医院 〒811-0202 092-607-7397松野　亨規 松野　亨規 平24. 4. 1眼   診療所
     福岡県福岡市東区和白３丁目１７常　勤:    1 移動 現存
     番２３号 (医       1) 平30. 4. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  285031,610,9 押領司内科クリニック〒810-0801 092-291-2501押領司　行人 押領司　行人 昭61. 8. 1内   診療所
     福岡県福岡市博多区中洲５丁目６常　勤:    1 現存
     －２０明治生命舘７Ｆ (医       1) 平28. 8. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  286031,616,6 山口医院 〒812-0054 092-651-2403山口　龍介 山口　龍介 昭62. 2. 1内   外   整外診療所
     福岡県福岡市東区馬出１丁目２１常　勤:    1 休止
     －２１ (医       1) 平23. 2. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  287031,618,2 貝原整形外科医院 〒812-0038 092-271-6116貝原　信紘 貝原　信紘 昭62. 4. 1整外 リハ リウ診療所
     福岡県福岡市博多区祇園町８－２常　勤:    2 現存
     ０ (医       2) 平29. 4. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  288031,637,2 あんぬクリニック 〒812-0011 092-431-2731舩津　天生 舩津　天生 昭63.12. 1形外 美外 皮  診療所
     福岡県福岡市博多区博多駅前４丁常　勤:    1 ひ   婦   現存
     目４－２０ (医       1) 平27.12. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  289031,641,4 木梨整形外科医院 〒812-0027 092-291-6828木梨　博史 木梨　博史 昭64. 1. 5整外 リハ 診療所
     福岡県福岡市博多区下川端町９－常　勤:    1 現存
     １８ (医       1) 平28. 8. 1
     非常勤:    1
     (医       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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  290031,644,8 石橋内科循環器科医院〒812-0878 092-581-0314石橋　明人 石橋　明人 平元. 6. 1内   循   小  診療所
     福岡県福岡市博多区竹丘町２丁目常　勤:    1 現存
     ４－１ (医       1) 平28.10. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  291031,652,1 宮岡皮膚科医院 〒813-0032 092-691-2778宮岡　達也 宮岡　達也 平 2. 3. 1皮   診療所
     福岡県福岡市東区土井１丁目２１常　勤:    1 現存
     －１サンコービル２Ｆ (医       1) 平29. 3. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  292031,655,4 吉永皮膚科医院 〒812-0041 092-621-2421吉永　淑子 吉永　淑子 平 2. 3.20皮   性   診療所
     福岡県福岡市博多区吉塚１丁目２常　勤:    1 現存
     ７－３０ (医       1) 平29. 3. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  293031,660,4 ふじの内科循環器科ク〒812-0053 092-641-5003藤野　正典 藤野　正典 平 2.11. 1内   呼   消  診療所
     リニック 福岡県福岡市東区箱崎１丁目３８常　勤:    2 循   小   現存
     －３ (医       2) 平29.11. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  294031,667,9 有馬耳鼻咽喉科医院 〒812-0894 092-502-1117有馬　敏夫 有馬　敏夫 平 3.10. 1耳   診療所
     福岡県福岡市博多区諸岡１丁目１常　勤:    1 現存
     ５－２０ (医       1) 平24.10. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  295031,675,2 医療法人　緑川内科・〒810-0801 092-291-0829医療法人　緑川内科・緑川　啓一 平10. 4.19内   循   診療所
     循環器科医院 福岡県福岡市博多区中洲５丁目５常　勤:    1循環器科医院　理事長 移動 現存
     番１９号 (医       1)　緑川　啓一 平28. 4.19
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  296031,678,6 香住ケ丘うちだクリニ〒813-0003 092-661-1313内田　立生 内田　立生 平 4. 4. 1消   こう 内  診療所
     ック 福岡県福岡市東区香住ケ丘２丁目常　勤:    1 外   現存
     １５－１７ (医       1) 平28. 4. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  297031,680,2 増田内科小児科医院 〒812-0054 092-651-2824増田　登 増田　登 平 4. 3.27内   小   診療所
     福岡県福岡市東区馬出５丁目３５常　勤:    1 現存
     番１７号 (医       1) 平28. 3.27
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  298031,681,0 田中外科胃腸科医院 〒812-0878 092-581-0803田中　満善 田中　満善 平 4. 4. 1胃   外   こう診療所
     福岡県福岡市博多区竹丘町１丁目常　勤:    1 リハ 現存
     １－３３ (医       1) 平28. 4. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  299031,684,4 ふくまきアイクリニッ〒813-0013 092-673-0515服巻　純子 服巻　純子 平 8. 3.15眼   診療所
     ク 福岡県福岡市東区香椎駅前１－１常　勤:    1 移動 現存
     １－１えきマチ１丁目香椎３Ｆ (医       1) 平29. 3.15
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  300031,687,7 医療法人　清原皮膚泌〒813-0044 092-671-5588医療法人清原皮膚泌尿津田　聡 平 4. 8. 1皮   ひ   診療所
     尿器科医院 福岡県福岡市東区千早５－８－１常　勤:    2器科医院　理事長　津 現存
     －３Ｆ (医       2)田　聡 平28. 8. 1
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  301031,692,7 徳永眼科医院 〒812-0044 092-643-1100医療法人　有恒会　理久永　増美 平 4.10. 1一般        16診療所
     福岡県福岡市博多区千代１丁目１常　勤:    4事長　徳永　恒夫 眼   現存
     ６－１８ (医       4) 平28.10. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  302031,695,0 医療法人　木元小児科〒811-0213 092-606-3100医療法人　木元小児科木元　美子 平13.12.14一般    診療所
     医院 福岡県福岡市東区和白丘３丁目２常　勤:    2医院　理事長　木元　 移動 小   現存
     ２番５３号 (医       2)美子 平25.12.14
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  303031,696,8 医療法人　内藤整形外〒811-0203 092-608-0066医療法人　内藤整形外内藤　英俊 平 5. 1. 1一般        19診療所
     科医院 福岡県福岡市東区塩浜１丁目９－常　勤:    1科医院　理事長　内藤 整外 リハ 現存
     ５０ (医       1)　英俊 平29. 1. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  304031,698,4 医療法人　朝日クリニ〒812-0011 医療法人　朝日クリニ秋本　靖 平 5. 1. 1精   神   心内診療所
     ック秋本神経科 福岡県福岡市博多区博多駅前２丁常　勤:    2ック秋本神経科　理事 現存
     目１－１ (医       2)長　秋本　靖 平29. 1. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  305031,699,2 多々良内科循環器科医〒813-0032 092-691-7166三岡　相啓 三岡　相啓 平 5. 2. 1内   循   診療所
     院 福岡県福岡市東区土井１丁目２１常　勤:    1 現存
     －１ (医       1) 平29. 2. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  306031,701,6 森永整形外科クリニッ〒812-0011 092-475-0468森永　政博 森永　政博 平 5. 3. 1整外 リハ リウ診療所
     ク 福岡県福岡市博多区博多駅前２丁常　勤:    1 現存
     目３－７－２階 (医       1) 平29. 3. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  307031,702,4 西藤医院 〒811-0206 092-608-3110西藤　正法 西藤　正法 平 5. 4. 1皮   ひ   リハ診療所
     福岡県福岡市東区雁の巣１丁目３常　勤:    1 他   現存
     －４ (医       1) 平29. 4. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  308031,703,2 陣内皮膚科クリニック〒812-0053 092-651-1112陣内　恭子 陣内　恭子 平 5. 4. 1皮   診療所
     福岡県福岡市東区箱崎６丁目１１常　勤:    1 現存
     －２２ (医       1) 平29. 4. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  309031,708,1 医療法人　村上胃腸科〒812-0894 092-574-4485医療法人　村上胃腸科村上　学 平 5. 4. 1内   胃   診療所
     内科クリニック 福岡県福岡市博多区諸岡１丁目１常　勤:    1内科クリニック　理事 現存
     ９－１２ (医       1)長　村上　学 平29. 4. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  310031,717,2 医療法人　近間整形外〒812-0024 092-271-7755医療法人　近間整形外近間　英明 平 5. 8. 1整外 リハ リウ診療所
     科クリニック 福岡県福岡市博多区綱場町１丁目常　勤:    1科クリニック　理事長 組織変更 現存
     １７ (医       1)　近間　英明 平29. 8. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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  311031,718,0 藤原脳神経外科クリニ〒812-0044 092-633-3111藤原　繁 藤原　繁 平 5. 9. 1脳外 診療所
     ック 福岡県福岡市博多区千代４丁目２常　勤:    1 新規 現存
     ９－２４三原第三ビル２階 (医       1) 平29. 9. 1
     非常勤:    2
     (医       2)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  312031,728,9 医療法人　小野病院 〒812-0017 092-431-1788医療法人　小野病院　小野　信彦 平 6. 1. 1療養        32病院
     福岡県福岡市博多区美野島３丁目常　勤:    3理事長　小野信彦 組織変更 整外 内   麻  療養病床
     ５－２１ (医       2) 平30. 1. 1消   リウ 現存
     (薬       1)
     非常勤:    6
     (医       6)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  313031,729,7 ふくどめ内科医院 〒813-0041 092-681-1516福留　雄司 福留　雄司 平 6. 2.28内   循   診療所
     福岡県福岡市東区水谷２丁目８－常　勤:    1 交代 現存
     ５０ (医       1) 平30. 2.28
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  314031,732,1 医療法人　江森医院 〒813-0045 092-661-2525医療法人　江森医院　宮﨑　正史 平 6. 4. 1一般         4診療所
     福岡県福岡市東区城浜団地８－２常　勤:    2理事長　宮﨑　亜希 組織変更 内   呼   眼  現存
     (医       2) 平30. 4. 1循   アレ 小  
     非常勤:    9 胃   リハ 精  
     (医       9)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  315031,734,7 よしみつ婦人科クリニ〒812-0011 092-414-5224吉滿　陽孝 吉滿　陽孝 平 6. 6. 1婦   診療所
     ック 福岡県福岡市博多区博多駅前２丁常　勤:    1 新規 現存
     目１－１福岡朝日ビル７階 (医       1) 平30. 6. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  316031,741,2 医療法人　田辺整形外〒813-0025 092-691-9119医療法人　田辺整形外田邉　和孝 平 6. 9. 1整外 麻   皮  診療所
     科医院 福岡県福岡市東区青葉２－１－１常　勤:    1科医院　理事長　田邉 組織変更 リハ 現存
     ６ (医       1)和孝 平24. 9. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  317031,743,8 かめだ胃腸科クリニッ〒813-0012 092-661-2110亀田　勘司 亀田　勘司 平 6.12. 1胃   外   こう診療所
     ク 福岡県福岡市東区香椎駅東３－２常　勤:    1 新規 リハ 現存
     ２－２０ (医       1) 平27.12. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  318031,744,6 医療法人　ながら医院〒812-0007 092-411-2358医療法人　ながら医院長柄　均 平11. 1. 1療養        10診療所
     福岡県福岡市博多区東比恵３丁目常　勤:    4　理事長　長柄　均 移動 内   神内 消  現存
     ２０番１号 (医       4) 平29. 1. 1小   リハ 
     非常勤:    2
     (医       2)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  319031,746,1 医療法人安川皮膚科医〒813-0013 092-661-7484医療法人安川皮膚科医安川　晋輔 平 6.12. 1皮   アレ 診療所
     院 福岡県福岡市東区香椎駅前３－４常　勤:    3院　理事長　安川　晋 組織変更 現存
     －３４ (医       3)輔 平27.12. 1
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  320031,750,3 医療法人　ふかざわ医〒813-0036 092-661-8111医療法人　ふかざわ医深澤　満 平 7. 4. 1小   アレ 診療所
     院 福岡県福岡市東区若宮１－２２－常　勤:    1院　理事長　深澤　満 組織変更 現存
     １９ (医       1) 平28. 4. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  321031,751,1 医療法人　加藤神経科〒812-0044 092-651-2610医療法人　加藤神経科加藤　裕二 平 7. 5. 1精   心内 診療所
     クリニック 福岡県福岡市博多区千代４－２１常　勤:    2クリニック　理事長　 組織変更 現存
     －１８ (医       2)加藤　裕二 平28. 5. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  322031,753,7 友田病院 〒812-0894 092-591-8088医療法人　友愛会　理友田　政昭 平 7. 6. 1一般        72病院
     福岡県福岡市博多区諸岡４－２８常　勤:   10事長　友田　政昭 組織変更 内   消   外  療養病床
     －２４ (医      10) 平28. 6. 1こう 整外 リハ現存
     非常勤:   16 麻   放   
     (医      16)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  323031,754,5 医療法人　有吉クリニ〒812-0041 092-612-0101医療法人　有吉クリニ有吉　孝 平12. 7.10外   内   診療所
     ック 福岡県福岡市博多区吉塚５丁目７常　勤:    3ック　理事長　有吉　 移動 現存
     －９ (医       3)孝 平24. 7.10
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  324031,755,2 医療法人　賀数耳鼻咽〒813-0036 092-661-7132医療法人　賀数耳鼻咽賀数　康弘 平 7. 8. 1耳い 診療所
     喉科医院 福岡県福岡市東区若宮４－２－２常　勤:    2喉科医院　理事長　賀 組織変更 現存
     ０ (医       2)数　康弘 平28. 8. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  325031,756,0 平橋内科医院 〒812-0888 092-581-9357平橋　高賢 平橋　高賢 平 7. 8. 1内   循   消  診療所
     福岡県福岡市博多区板付７－２－常　勤:    2 交代 小   現存
     １ (医       2) 平28. 8. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  326031,757,8 矢野医院 〒812-0883 092-502-1854矢野　秀明 矢野　秀明 平 7.11. 1内   リハ 診療所
     福岡県福岡市博多区南本町２－１常　勤:    1 新規 現存
     －７ (医       1) 平28.11. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  327031,761,0 荒川内科循環器科クリ〒813-0042 092-683-0333荒川　雅夫 荒川　雅夫 平 7.12. 1内   循   診療所
     ニック 福岡県福岡市東区舞松原５－２７常　勤:    1 新規 現存
     －２５ (医       1) 平28.12. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  328031,764,4 医療法人護健会　宮原〒812-0038 092-291-0922医療法人護健会宮原医宮原　護 平 8. 2. 1内   麻   循  診療所
     医院 福岡県福岡市博多区祇園町２番１常　勤:    1院　理事長　宮原　護 組織変更 現存
     ８号 (医       1) 平29. 2. 1
     非常勤:    1
     (医       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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  329031,768,5 医療法人　あんのうク〒811-0202 092-607-8455医療法人　あんのうク案納　忠暢 平 8. 4. 1一般        19診療所
     リニック 福岡県福岡市東区和白３丁目１７常　勤:    1リニック　理事長　案 組織変更 外   内   胃  現存
     －２４ (医       1)納　忠暢 平29. 4. 1こう リハ 
     非常勤:    1
     (医       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  330031,769,3 たなかメンタルクリニ〒812-0011 092-474-1456田中　俊孝 田中　俊孝 平 8. 5. 1精   神   心内診療所
     ック 福岡県福岡市博多区博多駅前２丁常　勤:    1 新規 現存
     目３番７号シティ２１ビル３Ｆ (医       1) 平29. 5. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  331031,771,9 ごんどう外科胃腸科ク〒812-0871 092-571-4358権藤　壽昭 権藤　壽昭 平 8. 6. 1外   整外 リハ診療所
     リニック 福岡県福岡市博多区東雲町２丁目常　勤:    1 交代 内   現存
     １番１８号 (医       1) 平29. 6. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  332031,772,7 はーとクリニック 〒812-0053 092-632-7111医療法人　翌檜会　理関　雅 平 8. 6.28内   呼   循  診療所
     福岡県福岡市東区箱崎５丁目１１常　勤:    1事長　関　雅 組織変更 小   アレ 現存
     番１０号 (医       1) 平29. 6.28
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  333031,775,0 医療法人　陣内整形外〒812-0053 092-651-0747医療法人　陣内整形外陣内　祐一 平 8. 9. 1整外 内   小  診療所
     科内科医院 福岡県福岡市東区箱崎６丁目１２常　勤:    3科内科医院　理事長　 組織変更 皮   現存
     番５０号 (医       2)陣内　祐一 平29. 9. 1
     (薬       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  334031,776,8 医療法人蔵本ウイメン〒812-0013 092-482-5558医療法人蔵本ウイメン 本　武志 平15.10.27産婦 診療所
     ズクリニック 福岡県福岡市博多区博多駅東一丁常　勤:    6ズクリニック　理事長 移動 現存
     目１－１９ (医       6)　 本　武志 平27.10.27
     非常勤:    1
     (医       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  335031,778,4 せき医院 〒811-0201 092-606-0885関　宗雄 関　宗雄 平 9. 1. 1内   胃   呼  診療所
     福岡県福岡市東区三苫七丁目１番常　勤:    1 新規 外   麻   現存
     ３２号 (医       1) 平30. 1. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  336031,779,2 一木医院 〒812-0879 092-581-1013一木　幹生 一木　幹生 平 9. 1. 1皮   診療所
     福岡県福岡市博多区銀天町１丁目常　勤:    2 交代 現存
     ５ー８ (医       2) 平30. 1. 1
     非常勤:    1
     (医       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  337031,782,6 医療法人　平井クリニ〒812-0018 092-474-4733医療法人　平井クリニ平井　貞朗 平 9. 4. 1外   内   胃  診療所
     ック 福岡県福岡市博多区住吉５丁目１常　勤:    1ック　理事長　平井　 組織変更 リハ 精   現存
     ２ー２０ (医       1)貞朗 平30. 4. 1
     非常勤:    2
     (医       2)
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  338031,785,9 博多おおぞらクリニッ〒812-0897 092-482-3966医療法人宝満メディカ谷山　由華 平28. 3. 1一般        12診療所
     ク 福岡県福岡市博多区半道橋２丁目常　勤:    2ル　理事長　谷山　由 移動 内   消   呼内現存
     ７－５０ (医       2)華 平28. 3. 1外   精   
     非常勤:    3
     (医       3)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  339031,786,7 医療法人　山本外科医〒812-0041 092-621-3297医療法人　山本外科医山本　一清 平 9. 5. 1一般         7診療所
     院 福岡県福岡市博多区吉塚２丁目７常　勤:    1院　理事長　山本　一 組織変更 療養        12現存
     番２７号 (医       1)清 平30. 5. 1外   整外 リハ
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  340031,787,5 医療法人　木村内科医〒812-0041 092-621-3053医療法人　木村内科医木村　隆行 平 9. 6. 1内   消   診療所
     院 福岡県福岡市博多区吉塚１丁目３常　勤:    1院　理事長　木村　隆 組織変更 現存
     ３番１７号 (医       1)行 平30. 6. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  341031,791,7 医療法人　つくしクリ〒812-0013 092-451-2174医療法人　つくしクリ野尻　五千穂 平27. 9.28内   消   循  診療所
     ニック 福岡県福岡市博多区博多駅東２丁常　勤:    1ニック　理事長　野尻 移動 現存
     目２番２号　博多東ハニービル３(医       1)　五千穂 平27. 9.28
     階
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  342031,792,5 真田産婦人科麻酔科ク〒813-0044 092-681-0175医療法人エスダブリュ平川　万紀子 平23. 9.20一般        19診療所
     リニック 福岡県福岡市東区千早６－６－１常　勤:    2ーシー　理事長　平川 移動 産婦 麻   現存
     ６ (医       2)　俊夫 平29. 9.20
     非常勤:    2
     (医       2)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  343031,793,3 医療法人　浦口小児ク〒812-0861 092-504-0466医療法人　浦口小児ク浦口　龍夫 平 9. 8. 1小   診療所
     リニック 福岡県福岡市博多区浦田１丁目１常　勤:    1リニック　理事長　浦 組織変更 現存
     ０番１４号 (医       1)口　龍夫 平24. 8. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  344031,794,1 岩隈弘済医院 〒812-0053 092-651-3088池田　いずみ 池田　いずみ 平 9. 9. 1外   麻   皮  診療所
     福岡県福岡市東区箱崎１丁目３８常　勤:    2 交代 現存
     －４０ (医       2) 平24. 9. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  345031,795,8 山下司内科クリニック〒812-0011 092-431-2265山下　司 山下　司 平10.11. 1内   診療所
     福岡県福岡市博多区博多駅前２丁常　勤:    1 移動 現存
     目２０－１大博多ビル１Ｆ (医       1) 平28.11. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  346031,797,4 医療法人　永野病院 〒812-0861 092-504-0611医療法人　永野病院　永野　己喜雄 平25. 3.27療養       111病院
     福岡県福岡市博多区浦田１丁目３常　勤:    3理事長　永野　己喜雄 移動 内   胃   呼内療養病床
     １番１号 (医       3) 平25. 3.27循   放   リハ現存
     非常勤:   10 腎臓内科
     (医      10)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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  347031,798,2 医療法人　池田小児科〒813-0043 092-681-0017医療法人　池田小児科池田　整昭 平10. 1. 1小   内   胃  診療所
     ・内科クリニック 福岡県福岡市東区名島二丁目２２常　勤:    1・内科クリニック　理 組織変更 現存
     番１０号 (医       1)事長　池田　整昭 平28. 1. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  348031,800,6 医療法人　宮近整形外〒813-0044 092-672-0071医療法人　宮近整形外宮近　信彦 平10. 1. 1一般        19診療所
     科医院 福岡県福岡市東区千早１丁目６番常　勤:    1科医院　理事長　宮近 組織変更 整外 リウ リハ現存
     １１号 (医       1)　信彦 平28. 1. 1
     非常勤:    3
     (医       3)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  349031,802,2 医療法人れぐと会　せ〒812-0041 092-612-1200医療法人れぐと会　せ大里　徳浩 平16. 6.28整外 内   リハ診療所
     いわ整形外科内科医院福岡県福岡市博多区吉塚８丁目１常　勤:    1いわ整形外科内科医院 移動 外   現存
     番１２号 (医       1)　理事長　大里　徳浩 平28. 6.28
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  350031,806,3 医療法人　河野整形外〒812-0013 092-481-7200医療法人　河野整形外河野　渉 平10. 4. 1整外 リウ リハ診療所
     科クリニック 福岡県福岡市博多区博多駅東２丁常　勤:    1科クリニック　理事長 組織変更 現存
     目２番２号 (医       1)　河野　渉 平28. 4. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  351031,807,1 医療法人　濱整形外科〒812-0883 092-502-0080医療法人　濱整形外科濵　渉 平10. 4. 1整外 診療所
     医院 福岡県福岡市博多区南本町２丁目常　勤:    1医院　理事長　濵　渉 組織変更 現存
     １番９号 (医       1) 平28. 4. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  352031,809,7 医療法人秋桜会　福山〒813-0032 092-691-7200医療法人秋桜会　福山福山　会里子 平21. 8. 4眼   診療所
     眼科医院 福岡県福岡市東区土井１－８－３常　勤:    1眼科医院　理事長　福 移動 現存
     ７ (医       1)山　会里子 平27. 8. 4
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  353031,810,5 まわたり眼科医院 〒812-0007 092-441-3060馬渡　正澄 馬渡　正澄 平26. 8. 1眼   診療所
     福岡県福岡市博多区東比恵４丁目常　勤:    1 移動 現存
     ４－８メモアール東比恵２Ｆ (医       1) 平26. 8. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  354031,811,3 医療法人　こもたクリ〒812-0013 092-472-5851医療法人　こもたクリ菰田　哲夫 平13.12.10内   診療所
     ニック 福岡県福岡市博多区博多駅東２－常　勤:    1ニック　理事長　菰田 移動 現存
     １３－２９ (医       1)　哲夫 平25.12.10
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  355031,813,9 医療法人　牟田内科ク〒812-0036 092-281-7113医療法人　牟田内科ク牟田　浩実 平10. 5. 1内   循   消  診療所
     リニック 福岡県福岡市博多区上呉服町１０常　勤:    1リニック　理事長　牟 組織変更 現存
     番１号 (医       1)田　浩実 平28. 5. 1
     非常勤:    7
     (医       7)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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  356031,815,4 医療法人松井医仁会　〒812-0036 092-281-3020医療法人　松井医仁会松井　孝明 平10. 6. 1一般        65病院
     大島眼科病院 福岡県福岡市博多区上呉服町１１常　勤:    9　理事長　松井　孝明 組織変更 眼   内   現存
     番８号 (医       9) 平28. 6. 1
     非常勤:    1
     (医       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  357031,817,0 原三信病院附属呉服町〒812-0035 医療法人　原三信病院石田　伊都子 平10. 8. 1内   診療所
     腎クリニック 福岡県福岡市博多区中呉服町１番常　勤:    1　理事長　平　祐二 新規 現存
     ２５号 (医       1) 平28. 8. 1
     非常勤:    9
     (医       9)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  358031,818,8 千代診療所 〒812-0044 092-651-0726公益社団法人　福岡医鍛治　修 平10. 8. 1内   消   循  診療所
     (033,863,8) 福岡県福岡市博多区千代５丁目１常　勤:    7療団　代表理事　舟越 新規 呼内 神内 外  現存
     １番３８号 (医       5)　光彦 平28. 8. 1整外 皮   精  
     (歯       2) 脳外 こう 小  
     非常勤:   30 産婦 眼   耳い
     (医      28) ひ   歯   小歯
     (歯       2) 歯外 
     呼吸器外科　糖
     尿病内分泌内科
     　腎臓内科　乳
     腺外科
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  359031,819,6 こうのクリニック 〒812-0054 092-632-2022向野　良介 向野　良介 平10.10. 1神   精   心内診療所
     福岡県福岡市東区馬出１－１３－常　勤:    1 新規 現存
     ９サンヨシダビル３０２ (医       1) 平28.10. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  360031,821,2 倉成神経科クリニック〒810-0801 倉成　國裕 倉成　國裕 平10.12. 1神   心内 精  診療所
     福岡県福岡市博多区中洲５丁目５常　勤:    1 新規 現存
     －１９緑川ビル５０１号 (医       1) 平28.12. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  361031,822,0 医療法人　梅野小児科〒812-0044 092-651-3558医療法人　梅野小児科梅野　英輔 平10.12. 1一般         4診療所
     内科医院 福岡県福岡市博多区千代１丁目３常　勤:    2内科医院　理事長　梅 組織変更 小   内   アレ現存
     ３番２号 (医       2)野　英輔 平28.12. 1循   
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  362031,824,6 森山循環器内科医院 〒812-0895 092-431-0123森山　英俊 森山　英俊 平11. 3. 1内   循   診療所
     福岡県福岡市博多区竹下二丁目１常　勤:    1 新規 現存
     ０番３０号 (医       1) 平29. 3. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  363031,831,1 医療法人　和田美也内〒813-0013 092-683-3838医療法人　和田美也内和田　美也 平28. 6. 1内   診療所
     科クリニック 福岡県福岡市東区香椎駅前１丁目常　勤:    1科クリニック　理事長 移動 現存
     １１番１号 (医       1)　和田　美也 平28. 6. 1
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  364031,833,7 宿久耳鼻咽喉科 〒812-0884 092-574-4187宿久　修 宿久　修 平11. 7. 1耳い 診療所
     福岡県福岡市博多区寿町２丁目９常　勤:    1 新規 現存
     番３０号 (医       1) 平29. 7. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  365031,834,5 医療法人清水皮膚科ク〒812-0883 092-584-6680医療法人清水皮膚科ク清水　信之 平11. 7. 1皮   形外 診療所
     リニック 福岡県福岡市博多区南本町２－１常　勤:    1リニック　理事長　清 組織変更 現存
     －９柊ビル (医       1)水　信之 平29. 7. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  366031,837,8 渡辺脳神経外科クリニ〒813-0025 092-663-2300渡邊　俊典 渡邊　俊典 平11. 9. 1脳外 神内 内  診療所
     ック 福岡県福岡市東区青葉１丁目７－常　勤:    1 新規 リハ 現存
     ２０ (医       1) 平29. 9. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  367031,840,2 医療法人幸雄会　古原〒812-0014 092-431-5622医療法人幸雄会　古原古原　雅樹 平17.10.31一般        10診療所
     医院 福岡県福岡市博多区比恵町１８番常　勤:    2医院　理事長　古原　 移動 内   循   小  現存
     １号 (医       2)雅樹 平29.10.31アレ 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  368031,841,0 矢野循環器科内科クリ〒813-0044 092-663-5200矢野　裕 矢野　裕 平12. 1. 1循   内   リハ診療所
     ニック 福岡県福岡市東区千早５丁目１５常　勤:    1 新規 現存
     番２７号アーサー香椎倶楽部２階(医       1) 平30. 1. 1
     ２０１号室 非常勤:    2
     (医       2)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  369031,842,8 一般財団法人　日本予〒812-0011 092-472-0222一般財団法人日本予防片伯部　廣太郎 平22. 4. 1内   診療所
     防医学協会附属診療所福岡県福岡市博多区博多駅前３丁常　勤:    2医学協会　代表者理事 移動 現存
     ウェルビーイング博多目１９番５号 (医       2)長　神代　雅晴 平28. 4. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  370031,850,1 おおがみ医院 〒813-0033 092-663-1919大神　延喜 大神　延喜 平12. 5. 1消   内   外  診療所
     福岡県福岡市東区多々良１丁目７常　勤:    1 新規 現存
     －２ (医       1) 平30. 5. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  371031,851,9 医療法人　安田クリニ〒813-0042 092-662-7100医療法人　安田クリニ安田　光男 平12. 5. 1麻   内   循  診療所
     ック 福岡県福岡市東区舞松原１丁目１常　勤:    1ック　理事長　安田　 組織変更 現存
     ４番８２号 (医       1)光男 平30. 5. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  372031,852,7 医療法人三苫石井医院〒811-0201 092-606-6013医療法人三苫石井医院石井　良知 平12. 5. 1内   小   消  診療所
     福岡県福岡市東区三苫３丁目４番常　勤:    3　理事長　石井　良知 組織変更 循   呼   現存
     １４号 (医       3) 平30. 5. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  373031,856,8 平野内科医院 〒812-0008 092-472-1818平野　壽人 平野　壽人 平12. 9. 1内   診療所
     福岡県福岡市博多区東光２－６－常　勤:    1 新規 現存
     ６第３フジクラビル (医       1) 平24. 9. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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  374031,857,6 医療法人おかもと小児〒813-0025 092-691-0012医療法人おかもと小児岡本　茂樹 平27. 5. 1小   アレ 内  診療所
     科クリニック 福岡県福岡市東区青葉２丁目８番常　勤:    1科クリニック　理事長 移動 現存
     ３４号 (医       1)　岡本　茂樹 平27. 5. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  375031,858,4 うえの内科クリニック〒813-0016 092-683-3237上野　俊幸 上野　俊幸 平 6. 8. 1内   診療所
     福岡県福岡市東区香椎浜４丁目１常　勤:    2 新規 現存
     －９ (医       2) 平24. 8. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  376031,859,2 医療法人　小路丸会　〒812-0035 092-281-6027医療法人　小路丸会　小路丸　篤 平12.12. 1耳い 診療所
     勝冶耳鼻咽喉科医院 福岡県福岡市博多区中呉服町３番常　勤:    1理事長　小路丸　篤 組織変更 現存
     １０号 (医       1) 平24.12. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  377031,861,8 貝塚病院 〒812-0053 092-632-3333医療法人　貝塚病院　川口　信三 平13. 1. 1一般 病院
     福岡県福岡市東区箱崎７丁目７番常　勤:   22理事長　庄司　哲也 組織変更     一般   199現存
     ２７号 (医      22) 平25. 1. 1内   呼内 循  
     非常勤:   36 外   整外 脳外
     (医      36) 神内 消   麻  
     放   リハ 精  
     眼   形外 皮  
     他   
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  378031,863,4 たかひら内科クリニッ〒812-0026 092-262-3903高比良　宏之 高比良　宏之 平20. 8.11内   診療所
     ク 福岡県福岡市博多区上川端町１３常　勤:    1 移動 現存
     －３　青龍ビル２Ｆ (医       1) 平26. 8.11
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  379031,865,9 嘉村産婦人科医院 〒812-0873 092-581-0441嘉村　憲純 嘉村　憲純 平13. 3.19一般        17診療所
     福岡県福岡市博多区西春町１丁目常　勤:    1 移動 産婦 麻   現存
     ７番１４号 (医       1) 平25. 3.19
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  380031,866,7 医療法人　あおばクリ〒813-0025 092-663-2037医療法人　あおばクリ伊藤　大樹 平13. 4. 1内   循   他  診療所
     ニック 福岡県福岡市東区青葉３丁目１番常　勤:    4ニック　理事長　伊藤 組織変更 小   アレ 現存
     ６号 (医       4)　大樹 平25. 4. 1
     非常勤:    7
     (医       7)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  381031,869,1 石橋整形外科 〒813-0032 092-691-1031石橋　裕一 石橋　裕一 平13. 5. 1整外 リウ リハ診療所
     福岡県福岡市東区土井１丁目１－常　勤:    1 組織変更 現存
     ３ (医       1) 平25. 5. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  382031,872,5 かわのまさこ皮膚科ク〒812-0013 092-441-7711川野　正子 川野　正子 平25. 9.24皮   診療所
     リニック 福岡県福岡市博多区博多駅東１－常　勤:    2 移動 現存
     １－３３ (医       2) 平25. 9.24
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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  383031,874,1 昌樹医院 〒812-0026 092-262-5139川原　雅樹 川原　雅樹 平13.10. 1内   整外 リハ診療所
     福岡県福岡市博多区上川端町５－常　勤:    1 新規 リウ アレ 現存
     １１７ (医       1) 平25.10. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  384031,878,2 医療法人　荒木小児科〒813-0013 092-681-1722医療法人　荒木小児科荒木　速雄 平13.12. 1内   小   アレ診療所
     医院 福岡県福岡市東区香椎駅前２丁目常　勤:    2医院　理事長　荒木　 組織変更 現存
     １１番３３号 (医       2)速雄 平25.12. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  385031,879,0 医療法人　平沼整形外〒813-0035 092-672-5600医療法人　平沼整形外平沼　成一 平13.12. 1整外 リウ リハ診療所
     科 福岡県福岡市東区松崎３丁目３３常　勤:    1科　理事長　平沼　成 組織変更 現存
     番４１号 (医       1)一 平25.12. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  386031,881,6 医療法人　岡田内科ク〒812-0053 092-651-7011医療法人　岡田内科ク岡田　朗 平13.12.10内   眼   診療所
     リニック 福岡県福岡市東区箱崎７丁目８番常　勤:    2リニック　理事長　岡 組織変更 現存
     ８号箱崎パルク２階 (医       2)田　朗 平25.12.10
     非常勤:    5
     (医       5)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  387031,883,2 医療法人　 内科クリ〒813-0034 092-622-5800医療法人　 内科クリ 　裕二 平28. 7.25内   消   診療所
     ニック 福岡市東区多の津１丁目７－１ 常　勤:    1ニック　理事長　 　 移動 肝臓内科 現存
     (医       1)裕二 平28. 7.25
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  388031,886,5 健康財団クリニック 〒812-0026 092-272-2391一般財団法人　医療情江口　和夫 平14. 3. 1内   放   循  診療所
     福岡県福岡市博多区上川端町１４常　勤:    7報健康財団　理事長　 新規 消   ひ   現存
     －３０－２０１ (医       7)石川　潔 平26. 3. 1
     非常勤:   12
     (医      12)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  389031,889,9 産婦人科まつやまクリ〒812-0025 092-282-6622松山　敏剛 松山　敏剛 平14. 4. 1一般    診療所
     ニック 福岡県福岡市博多区店屋町４番１常　勤:    1 交代 産婦 現存
     ６号 (医       1) 平26. 4. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  390031,906,1 香椎原病院 〒813-0011 092-662-1333医療法人　原三信病院寺田　憲司 昭53.11. 1療養 病院
     福岡県福岡市東区香椎３丁目３－常　勤:    6　理事長　平　祐二     療養   250療養病床
     １ (医       5) 平29.11. 1内   リハ 循  現存
     (薬       1)
     非常勤:   30
     (医      29)
     (薬       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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  391031,909,5 医療法人　古森病院 〒812-0020 092-291-3945医療法人古森病院　理黒目　恭子 昭53.11. 1療養        42病院
     福岡県福岡市博多区対馬小路９－常　勤:    2事長　古森　正宏 その他      50療養病床
     １３ (医       2) 平29.11. 1内   循   呼  現存
     非常勤:   24 胃   放   リハ
     (医      24) 皮   
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  392031,910,3 医療法人　原三信病院〒812-0033 092-291-3434医療法人　原三信病院平　祐二 昭53.11. 1一般 総合病院
     (033,910,7) 福岡県福岡市博多区大博町１－８常　勤:   85　理事長　平　祐二     一般   359現存
     (医      82) 平29.11. 1内   精   神内
     (歯       3) 呼   消   循  
     非常勤:   69 リウ 外   脳外
     (医      69) 整外 ひ   皮  
     性   婦   眼  
     耳い 放   麻  
     歯   リハ 歯外
     病理 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  393031,914,5 さく病院 〒812-0895 092-471-1139医療法人愛風会　理事朔　寛 昭53. 5. 1一般 病院
     福岡県福岡市博多区竹下４丁目６常　勤:   12長　朔　寛     一般   136療養病床
     －２５ (医      12) 平29. 5. 1療養 現存
     非常勤:   22     介護    36
     (医      22) 内   外   整外
     放   ひ   皮  
     リハ リウ アレ
     胃   循   神内
     他   
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  394031,918,6 ステーションクリニッ〒812-0012 092-441-5446医療法人　親愛　理事小野　広幸 平19. 4. 1内   消   婦  診療所
     ク 福岡県福岡市博多区博多駅中央街常　勤:    1長　朝長　正道 移動 放   現存
     １番１号 (医       1) 平25. 4. 1
     非常勤:    2
     (医       2)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  395031,921,0 国家公務員共済組合連〒813-0044 092-661-2211国家公務員共済組合連明石　良夫 昭52.12. 1一般       180総合病院
     合会　千早病院 福岡県福岡市東区千早２丁目３０常　勤:   21合会　理事長　松元　 内   消   循  現存
     －１ (医      21)崇 平28.12. 1外   整外 リウ
     非常勤:   12 眼   皮   麻  
     (医      12) 放   リハ 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  396031,924,4 医療法人　成天会　成〒812-0018 092-431-0306医療法人　成天会　理成田　雅代 昭53. 7. 1一般        38病院
     田整形外科病院 福岡県福岡市博多区住吉４丁目３常　勤:    2事長　成田　陽二郎 整外 リハ 麻  休止
     ０－４２ (医       2) 平29. 7. 1内   
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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  397031,925,1 社会医療法人　原土井〒813-0025 092-691-3881社会医療法人　原土井小柳　左門 昭55. 1. 1一般       216病院
     (033,925,5) 病院 福岡県福岡市東区青葉６丁目４０常　勤:   42病院　理事長　原　寛 療養       282療養病床
     －８ (医      38) 平28. 1. 1その他      58現存
     (歯       4) 内   呼内 消  
     非常勤:   50 循   神内 リウ
     (医      48) 心内 整外 リハ
     (歯       2) 放   皮   歯  
     精   婦   歯外
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  398031,926,9 千鳥橋病院 〒812-0044 092-641-2761公益社団法人　福岡医豊田　文俊 昭58.12. 1一般 総合病院
     福岡県福岡市博多区千代５丁目１常　勤:   58療団　代表理事　舟越     一般   350療養病床
     ８－１ (医      54)　光彦 平28.12. 1内   神内 精  現存
     (歯       1) 小   消   呼内
     (薬       3) 循   外   整外
     非常勤:   17 脳外 リハ 麻  
     (医      17) 皮   ひ   こう
     産   婦   眼  
     耳い 放   病理
     形外 胸外 呼外
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  399031,927,7 香椎療養所 〒813-0011 092-661-1083医療法人　山水会　理早渕　雅樹 昭47. 1. 1精神       180病院
     福岡県福岡市東区香椎１丁目９－常　勤:   11事長　野田　量司 精   現存
     １５ (医       8) 平29. 1. 1
     (薬       3)
     非常勤:   10
     (医      10)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  400031,928,5 福岡合同庁舎診療所 〒812-0013 092-411-2900国家公務員共済組合連山口　幸二 昭47. 1. 1内   外   診療所
     福岡県福岡市博多区博多駅東２丁常　勤:    1合会　理事長　松元　 現存
     目１１－１ (医       1)崇 平29. 1. 1
     非常勤:    1
     (医       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  401031,929,3 八木病院 〒812-0054 092-651-0022医療法人　八木厚生会八木　博司 昭47. 2. 1一般        93病院
     福岡県福岡市東区馬出２丁目２１常　勤:    7　理事長　八木　博司 療養        34療養病床
     －２５ (医       7) 平29. 2. 1内   外   整外現存
     非常勤:   39 脳外 呼   胃  
     (医      39) 循   放   リハ
     皮   麻   形外
     神内 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  402031,932,7 九大仏青クリニック 〒813-0044 092-671-8333一般社団法人九州大学川床　利晴 昭60. 1. 1内   消   診療所
     福岡県福岡市東区千早１－５－１常　勤:    4仏教青年会　理事　富 現存
     ３ (医       4)永　隆治 平30. 1. 1
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  403031,937,6 千鳥橋病院附属城浜診〒813-0044 092-671-3031公益社団法人　福岡医岩元　太郎 昭48.11. 1内   小   胃  診療所
     療所 福岡県福岡市東区千早１丁目６－常　勤:    1療団　代表理事　舟越 呼   循   神内現存
     ８ (医       1)　光彦 平24.11. 1リハ 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  404031,940,0 福岡市東保健所 〒812-0053 092-651-3831福岡市　福岡市長　髙岩永　正彦 昭50. 5. 1内   小   診療所
     福岡県福岡市東区箱崎２丁目５４常　勤:    2島　宗一郎 現存
     －２７ (医       2) 平29. 5. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  405031,942,6 医療法人相生会　福岡〒813-0017 092-662-3001医療法人　相生会　理石束　隆男 平27. 6. 1一般        99病院
     みらい病院 福岡県福岡市東区香椎照葉３丁目常　勤:   25事長　入江　伸 移動 療養       239療養病床
     ５番１号 (医      25) 平27. 6. 1内   リハ 神内現存
     非常勤:   24 循   整外 リウ
     (医      24) 麻   脳外 外  
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  406031,944,2 医療法人　済世会　河〒813-0043 092-681-5231医療法人　済世会　理高石　敏敬 昭44. 7. 1療養        33病院
     野名島病院 福岡県福岡市東区名島４丁目２８常　勤:    4事長　河野　正美 精神       146療養病床
     番５３号 (医       4) 平29. 7. 1内   精   神  現存
     非常勤:   19 心内 皮   
     (医      19)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  407031,949,1 社会医療法人社団至誠〒812-0044 092-641-1966社会医療法人社団　至永渕　幸寿 昭56. 1. 1一般       121病院
     会　木村病院 福岡県福岡市博多区千代２丁目１常　勤:   11誠会　理事長　木村　 外   整外 消  現存
     ３－１９ (医      11)寛 平29. 1. 1こう 脳外 麻  
     非常勤:   45 救命 リハ 循  
     (医      45) 他   
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  408031,953,3 林眼科病院 〒812-0011 092-431-1680医療法人社団研英会　林　研 昭56.11. 2一般        60病院
     福岡県福岡市博多区博多駅前４丁常　勤:   16理事長　林　研 眼   現存
     目２３番３５号 (医      14) 平29.11. 1
     (薬       2)
     非常勤:   20
     (医      20)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  409031,955,8 医療法人　博腎会　博〒812-0018 092-272-0565医療法人　博腎会　理許斐　儀七郎 昭58. 1. 1一般        35病院
     腎会病院 福岡県福岡市博多区住吉２丁目２常　勤:    3事長　許斐　一郎 内   他   リハ現存
     １番２１号 (医       3) 平28. 1. 1
     非常勤:   29
     (医      29)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  410031,958,2 東福岡和仁会病院 〒811-0204 092-608-1511医療法人和仁会　理事町　多賀雄 昭62. 8. 1療養       145病院
     福岡県福岡市東区奈多１丁目４－常　勤:    7長　臼井　和裕 その他 現存
     １ (医       7) 平29. 8. 1    介護    54
     非常勤:    5 内   外   リハ
     (医       5) 脳外 
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  411031,959,0 医療法人松坂会　松坂〒813-0013 092-671-7871医療法人松坂会　松坂松坂　紀幸 平29. 2.20内   消   他  診療所
     クリニック 福岡市東区香椎駅前１丁目３番１常　勤:    2クリニック　理事長　 移動 現存
     ２号 (医       2)松坂　紀幸 平29. 2.20
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  412031,960,8 医療法人社団　かもり〒813-0042 092-661-3311医療法人社団　かもり家守　光雄 昭63. 2. 1一般        15診療所
     クリニック 福岡県福岡市東区舞松原１丁目１常　勤:    2クリニック　理事長　 療養         4現存
     １－１１ (医       2)家守　光雄 平30. 2. 1胃   外   こう
     リハ 麻   
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  413031,961,6 不知火クリニック 〒812-0011 092-481-1715医療法人社団　新光会山下　秀一 平11. 2. 1精   神   内  診療所
     福岡県福岡市博多区博多駅前３丁常　勤:    1　理事長　徳永　雄一 移動 心内 現存
     目１６番１３－１号 (医       1)郎 平29. 2. 1
     非常勤:    3
     (医       3)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  414031,963,2 医療法人　神戸整形外〒812-0063 092-621-4934医療法人　神戸整形外神戸　太一 昭63. 8. 1一般        19診療所
     科医院 福岡県福岡市東区原田１丁目２－常　勤:    3科医院　理事長　神戸 整外 形外 リハ療養病床
     ２３ (医       3)　太一 平24. 8. 1 現存
     非常勤:    5
     (医       5)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  415031,966,5 医療法人　石田内科循〒812-0882 092-581-1660医療法人石田内科循環石田　克己 平元. 4. 1内   循   診療所
     環器科医院 福岡県福岡市博多区麦野１丁目２常　勤:    2器医院　理事長　石田 現存
     ９－１５ (医       2)　克己 平28. 4. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  416031,968,1 村瀬内科 〒813-0014 092-662-4300医療法人　邦和会　理村瀬　邦明 平28. 4. 1内   呼   循  診療所
     福岡県福岡市東区香椎台１丁目５常　勤:    2事長　村瀬　邦明 移動 胃   現存
     番１２号 (医       2) 平28. 4. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  417031,970,7 医療法人　森下産婦人〒812-0025 092-291-0328医療法人　森下産婦人森下　哲哉 平元. 7. 1一般        11診療所
     科医院 福岡県福岡市博多区店屋町８－１常　勤:    3科医院　理事長　森下 産婦 現存
     ０ (医       3)　哲哉 平28. 7. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  418031,972,3 安田整形・痛みのクリ〒812-0026 092-281-7007医療法人　安田整形外安田　淳司 平21.10.26整外 リウ リハ診療所
     ニック 福岡県福岡市博多区上川端町１２常　勤:    2科医院　理事長　安田 移動 現存
     番２８号 (医       2)　淳司 平27.10.26
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  419031,973,1 医療法人　五島皮膚科〒812-0039 092-271-2062医療法人　五島皮膚科五島　應安 平元. 9. 1皮   ひ   性  診療所
     クリニック 福岡県福岡市博多区冷泉町１０－常　勤:    1クリニック　理事長　 現存
     １６ (医       1)五島　應安 平22. 9. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  420031,974,9 医療法人　原田医院 〒812-0894 092-571-4309医療法人　原田医院　原田　寛 平元. 9. 1内   小   胃  診療所
     福岡県福岡市博多区諸岡３丁目６常　勤:    1理事長　原田　寛 現存
     －２５ (医       1) 平28. 9. 1
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  421031,975,6 医療法人　朝日クリニ〒812-0011 092-451-8239医療法人　朝日クリニ富田　英一郎 平元. 9. 1耳い アレ 診療所
     ック　富田耳鼻咽喉科福岡県福岡市博多区博多駅前２丁常　勤:    1ック　富田耳鼻咽喉科 現存
     医院 目１－１朝日ビル４階 (医       1)医院　理事長　富田　 平28. 9. 1
     非常勤:    2春英
     (医       2)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  422031,977,2 医療法人　平塚医院 〒811-0321 092-603-0005医療法人　平塚医院　平塚　敏 平元. 9. 1一般    診療所
     福岡県福岡市東区西戸崎１丁目８常　勤:    1理事長　平塚　敏 内   現存
     －６ (医       1) 平28. 9. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  423031,978,0 医療法人　植山小児科〒813-0036 092-662-1503医療法人　植山小児科植山　奈実 平元.10. 1一般 診療所
     医院 福岡県福岡市東区若宮５丁目２０常　勤:    2医院　理事長　植山奈     一般     3現存
     －８ (医       2)実 平28.10. 1小   アレ 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  424031,979,8 医療法人　誠仁会　籠〒812-0873 092-501-7535医療法人誠仁会　籠田籠田　仁樹 平元.10. 1一般        12診療所
     田医院 福岡県福岡市博多区西春町１丁目常　勤:    2医院　理事長　籠田　 療養         7現存
     ２－１６ (医       2)仁樹 平28.10. 1胃   外   こう
     内   
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  425031,982,2 医療法人　中村内科医〒813-0042 092-681-7363医療法人　中村内科医中村　晋 平元.12. 1内   診療所
     院 福岡県福岡市東区舞松原１丁目６常　勤:    2院　理事長　中村　晋 現存
     －１８ (医       2) 平28.12. 1
     非常勤:    1
     (医       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  426031,983,0 くまクリニック 〒812-0879 092-575-3112医療法人明楽会　理事隈　和良 平 7. 3. 1一般        13診療所
     福岡県福岡市博多区銀天町二丁目常　勤:    3長　隈　博政 移動 療養         6現存
     ２番３号 (医       3) 平28. 3. 1内   消   循  
     非常勤:    5 外   心外 皮  
     (医       5) リハ 透析 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  427031,986,3 医療法人　柏愛会　林〒812-0854 092-503-2828医療法人　柏愛会　理林　廣青 平24. 4.23一般 診療所
     整形外科医院 福岡県福岡市博多区東月隈四丁目常　勤:    2事長　林　廣青 移動     一般    13現存
     １番２０号 (医       2) 平30. 4.23整外 リウ リハ
     非常勤:    5
     (医       5)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  428031,988,9 医療法人朝日クリニッ〒812-0011 092-411-2416医療法人朝日クリニッ栗原　彰 平 2. 7. 1内   皮   診療所
     ク内科・皮膚科 福岡県福岡市博多区博多駅前２丁常　勤:    2ク内科・皮膚科　理事 現存
     目１－１福岡朝日ビル４Ｆ (医       2)長　栗原　彰 平29. 7. 1
     非常勤:    6
     (医       6)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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  429031,989,7 医療法人悦可会　杉野〒812-0017 092-411-0315医療法人　悦可会　杉杉野　拓平 平14. 2.13一般 診療所
     眼科医院 福岡県福岡市博多区美野島４丁目常　勤:    4野眼科医院　理事長　 移動     一般     7現存
     ５番３号 (医       4)杉野　拓平 平26. 2.13眼   
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  430031,992,1 医療法人東野整形外科〒813-0013 092-681-1018医療法人　東野整形外東野　端 平 2. 8. 1整外 リハ リウ診療所
     医院 福岡県福岡市東区香椎駅前２丁目常　勤:    2科医院　理事長　東野 現存
     ５－１ (医       2)　端 平29. 8. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  431031,993,9 医療法人井本クリニッ〒812-0063 092-621-3455医療法人井本クリニッ井本　昭彦 平 2.12. 1一般 診療所
     ク 福岡県福岡市東区原田１丁目４１常　勤:    2ク　理事長　井本　昭     一般     3現存
     －１５ (医       2)彦 平29.12. 1療養
         療養    16
     外   整外 リハ
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  432032,092,9 中井医院 〒812-0011 092-431-1686中井　律子 中井　律子 昭32.11. 1 診療所
     福岡県福岡市博多区博多駅前４丁常　勤:    1 休止
     目２８－１０ (医       1) 平23.11. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  433032,519,1 吉田医院 〒812-0043 092-411-3953吉田　豊茂 吉田　豊茂 昭51.10. 1内   胃   小  診療所
     福岡県福岡市博多区堅粕５丁目１常　勤:    2 現存
     の１２ (医       2) 平24.10. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  434032,579,5 内科小児科大西医院 〒812-0046 092-621-0716大西　純一 大西　純一 昭57. 1. 1一般    診療所
     福岡県福岡市博多区吉塚本町１０常　勤:    1 内   小   現存
     の２８ (医       1) 平30. 1. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  435032,585,2 桑原医院 〒812-0892 092-411-4647桑原　靖道 桑原　靖道 昭58. 3. 1内   胃   小  診療所
     福岡県福岡市博多区東那珂一丁目常　勤:    1 現存
     １７－１１ (医       1) 平28. 3. 1
     非常勤:    1
     (医       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  436032,593,6 福岡山田病院 〒812-0053 092-641-1100山田　國正 山田　國正 平10. 6.15一般 病院
     福岡県福岡市東区箱崎３丁目９－常　勤:    1 移動     一般    41現存
     ２６ (医       1) 平28. 6.15外   整外 内  
     非常勤:   31
     (医      31)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  437032,647,0 内クリニック 〒813-0025 092-691-2755内　善久 内　善久 平元.10. 1内   胃   小  診療所
     福岡県福岡市東区青葉５丁目３番常　勤:    1 現存
     ２８号 (医       1) 平28.10. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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  438032,665,2 なんり小児科クリニッ〒813-0044 092-683-1303南里　月美 南里　月美 平 3. 9. 1小   診療所
     ク 福岡県福岡市東区千早５丁目２０常　勤:    1 現存
     －１ (医       1) 平24. 9. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  439032,673,6 荒木国際美容形成外科〒812-0011 092-451-2288荒木　義雄 荒木　義雄 平 3.12. 1形外 美外 皮  診療所
     (033,673,1) 歯科医院 福岡県福岡市博多区博多駅前３丁常　勤:    1 眼   歯   現存
     目２２－５Ｍビル２号館８階 (医       1) 平27.12. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  440032,682,7 博多心臓血管病院 〒812-0035 092-283-1200医療法人　冠　理事長村重　明宏 平23. 9. 1一般        25病院
     福岡県福岡市博多区中呉服町３番常　勤:    3　村重　明宏 移動 内   循   リハ現存
     １５号 (医       3) 平29. 9. 1放   
     非常勤:   33
     (医      33)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  441032,690,0 医療法人　武井内科ク〒812-0025 092-291-6600医療法人　武井内科ク武井　信介 平 4. 9. 1内   消   診療所
     リニック 福岡県福岡市博多区店屋町８－２常　勤:    1リニック　理事長　武 現存
     ４ (医       1)井　信介 平28. 9. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  442032,714,8 戸早医院 〒812-0879 092-581-0051戸早　雅弘 戸早　雅弘 平 5. 7. 1内   循   小  診療所
     福岡県福岡市博多区銀天町３丁目常　勤:    1 交代 現存
     １－１１ (医       1) 平29. 7. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  443032,720,5 医療法人　益田クリニ〒812-0011 092-414-6813医療法人　益田クリニ益田　龍彦 平 5. 9. 1内   消   診療所
     ック 福岡県福岡市博多区博多駅前２丁常　勤:    1ック　理事長　益田　 組織変更 現存
     目２－１福岡センタービル (医       1)龍彦 平29. 9. 1
     非常勤:    1
     (医       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  444032,936,7 博多ビルクリニック 〒812-0012 092-431-8313財団法人医用電子研究緒方　宣邦 昭53. 5. 1内   消   循  診療所
     福岡県福岡市博多区博多駅中央街常　勤:    1所　理事長　吉川　仁 現存
     ８－３６博多ビル (医       1) 平23. 5. 1
     非常勤:    2
     (医       2)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  445032,939,1 福岡市立博多急患診療〒812-8514 092-441-0020福岡市　福岡市長　髙入江　尚 平14. 2.17内   診療所
     所 福岡県福岡市博多区博多駅前２丁常　勤:    4島　宗一郎 移動 現存
     目１９番２４号 (医       4) 平26. 2.17
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  446032,941,7 福岡市立東急患診療所〒812-0053 092-651-3835福岡市　福岡市長　髙藤原　繁 昭50. 5. 1内   小   診療所
     福岡県福岡市東区箱崎２丁目５４常　勤:    2島　宗一郎 現存
     －２７ (医       2) 平29. 5. 1
     非常勤:    1
     (医       1)
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  447032,952,4 福岡県警察本部診療所〒812-8576 092-641-4141警察共済組合　理事長福原　智子 昭56.11. 9内   診療所
     福岡県福岡市博多区東公園７番７常　勤:    1　金髙　雅仁 現存
     号福岡県警察本部庁舎５階 (医       1) 平29.11. 1
     非常勤:    3
     (医       3)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  448032,954,0 公益財団法人福岡県結〒812-8577 092-651-1111公益財団法人福岡県結関　剛彦 昭57. 2. 1内   歯   診療所
     (033,954,5) 核予防会　県庁内診療福岡県福岡市博多区東公園７番７常　勤:    2核予防会　理事長　松 現存
     所 号 (医       1)田　峻一良 平30. 2. 1
     (歯       1)
     非常勤:   23
     (医      22)
     (歯       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  449032,984,7 医療法人　もりやす小〒813-0005 092-661-2293医療法人　もりやす小森安　眞文 平 2. 1. 1小   アレ 診療所
     児科医院 福岡県福岡市東区御島崎２丁目２常　勤:    2児科医院　理事長　森 現存
     －３８ (医       2)安　眞文 平29. 1. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  450032,987,0 医療法人　石橋内科医〒812-0882 092-571-5520医療法人　石橋内科医石橋　忠明 平 2. 7. 1内   胃   診療所
     院 福岡県福岡市博多区麦野５丁目１常　勤:    1院　理事長　石橋　忠 現存
     －１０ (医       1)明 平29. 7. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  451032,998,7 あんどうクリニック 〒811-0212 092-606-2355医療法人省菴会　理事安東　道夫 平 3.12. 1内   消   放  診療所
     福岡県福岡市東区美和台４丁目１常　勤:    1長　安東　道夫 他   現存
     －１ (医       1) 平27.12. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  452041,123,1 権丈産婦人科医院 〒811-2202 092-953-0505権丈　洋孝 権丈　洋孝 昭46. 5. 1一般        11診療所
     福岡県糟屋郡志免町志免３丁目２常　勤:    3 産   婦   現存
     番１４号 (医       3) 平28. 5. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  453041,169,4 貫外科胃腸科医院 〒811-2114 092-933-1522貫　修一郎 貫　修一郎 昭58. 4. 1胃   外   整外診療所
     福岡県糟屋郡須恵町大字上須恵字常　勤:    1 こう 現存
     大島原１２１２－１５ (医       1) 平28. 4. 1
     非常勤:    1
     (医       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  454041,186,8 古川整形外科医院 〒811-2101 092-932-0050古川　隆 古川　隆 昭63. 9. 1整外 リハ 診療所
     福岡県糟屋郡宇美町宇美５丁目３常　勤:    2 現存
     番１０号 (医       2) 平24. 9. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  455041,207,2 澤村内科クリニック 〒811-0113 092-962-2220澤村　經 澤村　經 平 5. 9. 1内   胃   循  診療所
     福岡県糟屋郡新宮町桜山手１丁目常　勤:    1 新規 小   現存
     １－１ (医       1) 平29. 9. 1
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  456041,214,8 中川整形外科クリニッ〒811-2101 092-933-6588中川　繁幸 中川　繁幸 平 6. 7. 1整外 リハ 診療所
     ク 福岡県糟屋郡宇美町宇美６丁目１常　勤:    1 新規 現存
     番１号 (医       1) 平24. 7. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  457041,215,5 たけうち皮膚科 〒811-2101 092-933-7040竹内　実 竹内　実 平 6. 7. 1皮   診療所
     福岡県糟屋郡宇美町宇美４丁目１常　勤:    1 新規 現存
     番３号 (医       1) 平24. 7. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  458041,217,1 おおぎ耳鼻咽喉科医院〒811-2317 092-938-7574扇　礼三 扇　礼三 平 6. 9. 1耳い 診療所
     福岡県糟屋郡粕屋町長者原東１丁常　勤:    1 新規 現存
     目１１－１０ (医       1) 平24. 9. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  459041,218,9 髙橋耳鼻咽喉科医院 〒811-2101 092-934-1103髙橋　尚美 髙橋　尚美 平 6.11. 1耳い 気食 診療所
     福岡県糟屋郡宇美町宇美４－１－常　勤:    1 新規 現存
     ３丸和メディカルビル３Ｆ (医       1) 平24.11. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  460041,219,7 千鳥橋病院附属たちば〒811-0110 092-962-5585公益社団法人　福岡医西木　茂 平 6.11. 1内   消   歯  診療所
     (043,219,1) な診療所 福岡県糟屋郡新宮町夜臼５丁目５常　勤:    7療団　代表理事　舟越 新規 他   現存
     番１７号 (医       5)　光彦 平24.11. 1
     (歯       2)
     非常勤:    3
     (医       1)
     (歯       2)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  461041,221,3 松尾医院 〒811-2304 092-938-7330松尾　喬之 松尾　喬之 平 7. 6. 1胃   外   こう診療所
     福岡県糟屋郡粕屋町甲仲原二丁目常　勤:    1 新規 整外 リハ 現存
     １０番１０号 (医       1) 平28. 6. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  462041,223,9 にい皮フ科クリニック〒811-2202 092-936-4112仁位　泰樹 仁位　泰樹 平 7. 6. 1皮   診療所
     福岡県糟屋郡志免町大字志免字迎常　勤:    1 新規 現存
     田１６８６－１ (医       1) 平28. 6. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  463041,231,2 つつみクリニック 〒811-2305 092-611-3313堤　卓也 堤　卓也 平 9. 7. 1内   消   心内診療所
     福岡県糟屋郡粕屋町大字柚須１１常　勤:    1 新規 現存
     ４ー１フォレスト柚須駅前 (医       1) 平24. 7. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  464041,240,3 村山皮フ科クリニック〒811-0121 092-941-7711村山　実 村山　実 平11. 4. 1皮   アレ 診療所
     福岡県糟屋郡新宮町美咲２丁目１常　勤:    1 新規 現存
     １番７号 (医       1) 平29. 4. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  465041,242,9 産科・婦人科杉原レデ〒811-2202 092-936-6006杉原　耕一郎 杉原　耕一郎 平11. 7. 2一般        14診療所
     ィースクリニック 福岡県糟屋郡志免町志免２丁目３常　勤:    2 交代 産   婦   現存
     番４１号 (医       2) 平29. 7. 2
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  466041,245,2 田原眼科医院 〒811-2202 092-935-0112田原　義久 田原　義久 平14. 1. 1一般    診療所
     福岡県糟屋郡志免町志免２丁目２常　勤:    2 交代 眼   現存
     番３３号 (医       2) 平26. 1. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  467041,250,2 岩本クリニック 〒811-2207 092-935-8311岩本　裕昭 岩本　裕昭 平16. 7. 1一般    診療所
     福岡県糟屋郡志免町南里２丁目２常　勤:    1 交代 内   消   小  現存
     ８番２５号 (医       1) 平28. 7. 1
     非常勤:    1
     (医       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  468041,252,8 こころころころクリニ〒811-2413 092-931-5656山田　宗良 山田　宗良 平17. 4. 1精   心内 診療所
     ック 福岡県糟屋郡篠栗町大字尾仲３８常　勤:    1 新規 現存
     －１ (医       1) 平29. 4. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  469041,254,4 亀山クリニック 〒811-2205 092-935-0148社会医療法人栄光会　波多江　登喜子 平17.11.13内   呼内 消  診療所
     福岡県糟屋郡志免町別府二丁目２常　勤:    3理事長　青戸　雄司 その他 現存
     番１号 (医       3) 平29.11.13
     非常勤:    5
     (医       5)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  470041,256,9 藤産婦人科医院 〒811-2405 092-947-0358藤　伸裕 藤　伸裕 平18.10. 1一般         8診療所
     福岡県糟屋郡篠栗町大字篠栗４８常　勤:    1 交代 産婦 現存
     ６８番地７ (医       1) 平24.10. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  471041,257,7 江口内科クリニック 〒811-0111 092-963-5080江口　克彦 江口　克彦 平18.11. 1内   リハ 呼  診療所
     福岡県糟屋郡新宮町大字三代字須常　勤:    1 新規 現存
     川７７２－７ (医       1) 平24.11. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  472041,260,1 医療法人　たなか小児〒811-0111 092-963-1933医療法人　たなか小児田中　能文 平19. 6. 1小   診療所
     科クリニック 福岡県糟屋郡新宮町大字三代字須常　勤:    1科クリニック　理事長 組織変更 現存
     川７７２番地６ (医       1)　田中　能文 平25. 6. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  473041,261,9 医療法人誠信会　甲斐〒811-2246 092-935-2531医療法人誠信会　甲斐甲斐　須奈子 平19. 6. 1胃   内   小  診療所
     クリニック 福岡県糟屋郡志免町片峰中央３丁常　勤:    1クリニック　理事長　 組織変更 こう 現存
     目１５番１号 (医       1)甲斐　須奈子 平25. 6. 1
     非常勤:    1
     (医       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  474041,262,7 医療法人文正会　須恵〒811-2112 092-936-2355医療法人　文正会　理宗﨑　正恵 平19. 6. 1一般 診療所
     外科胃腸科医院 福岡県糟屋郡須恵町大字植木６０常　勤:    2事長　頼　憲章 組織変更     一般    19療養病床
     ９番地３ (医       2) 平25. 6. 1外   胃   麻  現存
     リハ 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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  475041,263,5 医療法人道生会　山崎〒811-2128 092-933-8000医療法人　道生会　理山嵜　富三男 平19. 6. 1一般 診療所
     産婦人科小児科医院 福岡県糟屋郡宇美町宇美中央１丁常　勤:    2事長　山嵜　富三男 組織変更     一般    11現存
     目２番１３号 (医       2) 平25. 6. 1産婦 小   
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  476041,264,3 尾石内科消化器科医院〒811-2310 092-938-1900医療法人　尾石内科消尾石　樹泰 平19. 6. 1一般 診療所
     福岡県糟屋郡粕屋町花ヶ浦２丁目常　勤:    2化器科医院　理事長　 組織変更     一般    12療養病床
     １０番１０号 (医       2)尾石　樹泰 平25. 6. 1内   消   他  現存
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  477041,265,0 医療法人豊民会新宮整〒811-0121 092-962-2281医療法人豊民会新宮整片田江　民雄 平25. 2. 1一般 診療所
     形外科医院 福岡県糟屋郡新宮町美咲３－１１常　勤:    1形外科医院　理事長　 移動     一般    19現存
     －３ (医       1)片田江　民雄 平25. 2. 1整外 リウ リハ
     非常勤:    2
     (医       2)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  478041,267,6 しまざき耳鼻咽喉科 〒811-2207 092-957-3387嶋崎　孝嗣 嶋崎　孝嗣 平19. 7. 1耳い 診療所
     福岡県糟屋郡志免町大字南里２９常　勤:    1 新規 現存
     －１－１ (医       1) 平25. 7. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  479041,268,4 平田ペインクリニック〒811-2317 092-938-1515平田　道彦 平田　道彦 平21. 8. 6麻   内   診療所
     福岡県糟屋郡粕屋町長者原東三丁常　勤:    1 移動 現存
     目８番１号 (医       1) 平27. 8. 6
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  480041,271,8 やまなみ内科・循環器〒811-2413 092-948-5678前田　泰宏 前田　泰宏 平20. 4. 1内   循   呼  診療所
     科クリニック 福岡県糟屋郡篠栗町尾仲４９６－常　勤:    1 新規 現存
     ２ (医       1) 平26. 4. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  481041,272,6 木村ひふ科クリニック〒811-2413 092-957-4129木村　達 木村　達 平20. 5. 1皮   アレ 診療所
     福岡県糟屋郡篠栗町尾仲５１０－常　勤:    1 新規 現存
     １ (医       1) 平26. 5. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  482041,275,9 ふたばこどもクリニッ〒811-2308 092-957-1021舎川　康彦 舎川　康彦 平20.11. 1小   アレ 循  診療所
     ク 福岡県糟屋郡粕屋町大字内橋３０常　勤:    1 新規 現存
     ０－１－Ａ (医       1) 平26.11. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  483041,276,7 しもはし内科クリニッ〒811-2308 092-938-4084下橋　直也 下橋　直也 平20.11. 1内   消   診療所
     ク 福岡県糟屋郡粕屋町大字内橋字横常　勤:    1 新規 現存
     枕３００－１－Ｂ (医       1) 平26.11. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  484041,278,3 医療法人　こば泌尿器〒811-2233 092-623-0203医療法人　こば泌尿器木場　勝司 平21. 6. 1ひ   皮   性  診療所
     科・皮フ科クリニック福岡県糟屋郡志免町別府北一丁目常　勤:    2科・皮フ科クリニック 組織変更 現存
     １４番２４号 (医       2)　理事長　木場　勝司 平27. 6. 1
     非常勤:    1
     (医       1)
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  485041,279,1 婦人科　永田おさむク〒811-2317 092-938-2209永田　治 永田　治 平21. 7. 1産婦 診療所
     リニック 福岡県糟屋郡粕屋町長者原東三丁常　勤:    2 その他 現存
     目８番２号 (医       1) 平27. 7. 1
     (薬       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  486041,280,9 毛利耳鼻咽喉科クリニ〒811-2413 092-931-4187毛利　毅 毛利　毅 平21.11. 1耳い 診療所
     ック 福岡県糟屋郡篠栗町尾仲５１３－常　勤:    1 新規 現存
     １ (医       1) 平27.11. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  487041,281,7 うえの腎透析クリニッ〒811-2243 092-692-6111医療法人うえの病院　吉峰　一博 平22. 3. 1内   診療所
     ク 福岡県糟屋郡志免町志免東１－９常　勤:    1理事長　上野　毅一郎 新規 現存
     －２ (医       1) 平28. 3. 1
     非常勤:    6
     (医       6)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  488041,285,8 水戸メンタルクリニッ〒811-2204 092-957-8600医療法人社団　緑風会黒岩　健輔 平22.10. 1心内 精   診療所
     ク 福岡県糟屋郡志免町田富４－５－常　勤:    3　水戸病院　理事長　 新規 現存
     １ (医       3)水戸　布美子 平28.10. 1
     非常勤:    9
     (医       9)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  489041,287,4 耳鼻いんこう科いずま〒811-2113 092-933-8741伊豆丸　慎介 伊豆丸　慎介 平22.11. 1耳い アレ 診療所
     るクリニック 福岡県糟屋郡須恵町大字須恵５２常　勤:    1 新規 現存
     ７－６ (医       1) 平28.11. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  490041,288,2 うみ小児科医院 〒811-2101 092-410-2728梁井　啓輔 梁井　啓輔 平27.11. 1小   診療所
     福岡県糟屋郡宇美町宇美５－９－常　勤:    1 移動 現存
     ２８ (医       1) 平27.11. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  491041,289,0 よしおか小児科クリニ〒811-0112 092-962-0455医療法人　弘智会　理吉岡　玲子 平23. 3. 1小   診療所
     ック 福岡県糟屋郡新宮町下府１－４－常　勤:    1事長　吉岡　玲子 組織変更 現存
     ５ (医       1) 平29. 3. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  492041,292,4 西条クリニック 〒811-2202 092-937-3911西条　寛平 西条　寛平 平23.12. 1内   胃   消  診療所
     福岡県糟屋郡志免町志免２－４－常　勤:    1 交代 小   現存
     ２５ (医       1) 平29.12. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  493041,294,0 たかさき脳神経外科ク〒811-2413 092-931-5222医療法人　高坂会　理髙崎　勝幸 平24. 2. 1脳外 リハ 診療所
     リニック 福岡県糟屋郡篠栗町大字尾仲字丸常　勤:    1事長　髙崎　勝幸 組織変更 現存
     林１０１－２ (医       1) 平30. 2. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  494041,295,7 おおしまこどもクリニ〒811-2413 092-947-1777医療法人　おおしまこ大嶋　昭雄 平24. 6. 1小   循   アレ診療所
     ック 福岡県糟屋郡篠栗町大字尾仲字七常　勤:    1どもクリニック　理事 組織変更 現存
     苫４９６番地２ (医       1)長　大嶋　昭雄 平30. 6. 1
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  495041,296,5 医療法人　親和会　新〒811-0101 092-962-2233医療法人親和会　理事川﨑　逸朗 平24. 9. 1内   循   診療所
     宮クリニック 福岡県糟屋郡新宮町原上１５７４常　勤:    1長　佐伯　和之 新規 現存
     －１ (医       1) 平24. 9. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  496041,297,3 川﨑内科医院 〒811-0121 092-962-1931川﨑　厚 川﨑　厚 平25. 1. 1内   診療所
     福岡県糟屋郡新宮町美咲２丁目８常　勤:    1 交代 現存
     番７号 (医       1) 平25. 1. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  497041,298,1 医療法人宏洲整形外科〒811-2501 092-957-5151医療法人宏洲整形外科宏洲　士郎 平25. 1. 1整外 リハ リウ診療所
     医院 福岡県糟屋郡久山町大字久原３１常　勤:    1医院　理事長　宏洲　 組織変更 現存
     ３３番１ (医       1)士郎 平25. 1. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  498041,299,9 医療法人芳生会　整形〒811-2304 092-292-6860医療法人　芳生会　理芳田　辰也 平25. 1. 1整外 形外 リウ診療所
     外科・形成外科よしだ福岡県糟屋郡粕屋町大字仲原２５常　勤:    1事長　芳田　辰也 組織変更 リハ 現存
     クリニック ３９番４ (医       1) 平25. 1. 1
     非常勤:    8
     (医       8)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  499041,300,5 ふちだ内科クリニック〒811-2233 092-626-1123医療法人　ふちだ内科淵田　史朗 平25. 1. 1内   小   消  診療所
     福岡県糟屋郡志免町別府北一丁目常　勤:    1クリニック　理事長　 組織変更 現存
     １４番２５号 (医       1)淵田　史朗 平25. 1. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  500041,301,3 医療法人豊資会　加野〒811-0120 092-962-2111医療法人　豊資会　理恩塚　雅子 平25. 1. 1一般        30病院
     病院 福岡県糟屋郡新宮町中央駅前１丁常　勤:    5事長　加野　資典 移動 ひ   麻   内  現存
     目２番１号 (医       5) 平25. 1. 1
     非常勤:   15
     (医      15)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  501041,302,1 原口形成外科・皮ふ科〒811-2308 092-938-7841原口　彰 原口　彰 平25. 5. 1形外 皮   診療所
     クリニック 福岡県糟屋郡粕屋町大字内橋３２常　勤:    1 新規 現存
     ５番地７レジデンス内橋１階１０(医       1) 平25. 5. 1
     １号室
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  502041,304,7 いちかわ皮ふ科クリニ〒811-0119 092-410-1147市川　竜太郎 市川　竜太郎 平25. 5. 1皮   アレ 診療所
     ック 福岡県糟屋郡新宮町緑ケ浜４丁目常　勤:    2 新規 現存
     １７番７号 (医       2) 平25. 5. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  503041,305,4 おがわクリニック 〒811-2103 092-933-0758医療法人明和会　理事小川　明臣 平25. 7. 1消   外   こう診療所
     福岡県糟屋郡宇美町四王寺坂一丁常　勤:    2長　小川　明臣 組織変更 眼   現存
     目２９番５号 (医       2) 平25. 7. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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  504041,307,0 志免王子クリニック 〒811-2207 092-937-5777遠藤　豊成 遠藤　豊成 平29.10. 1内   循   他  診療所
     糟屋郡志免町南里１－７－８ 常　勤:    1 移動 現存
     (医       1) 平29.10. 1
     非常勤:    2
     (医       2)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  505041,308,8 あらきホームクリニッ〒811-2308 092-292-5407荒木　譲 荒木　譲 平26. 1. 1内   消   診療所
     ク 福岡県糟屋郡粕屋町大字内橋８０常　勤:    1 新規 現存
     ０－１９カレンシーハイツ西村１(医       1) 平26. 1. 1
     ０５号
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  506041,309,6 毛利内科循環器科医院〒811-2202 092-935-0595大賀　雅信 大賀　雅信 平26. 1. 1内   循   診療所
     福岡県糟屋郡志免町志免３－６－常　勤:    2 交代 現存
     １６ (医       2) 平26. 1. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  507041,310,4 片井整形外科・内科病〒811-2302 092-938-4860医療法人ケンサン会　中根　英敏 平26. 1. 1一般        46病院
     院 福岡県糟屋郡粕屋町大字大隈１３常　勤:    4理事長　中根　英敏 組織変更 整外 形外 リウ現存
     ２番地の１ (医       4) 平26. 1. 1リハ 内   
     非常勤:   14
     (医      14)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  508041,312,0 医療法人前川泌尿器科〒811-2244 092-410-6728医療法人前川泌尿器科前川　直文 平26. 4. 1ひ   内   診療所
     腎臓内科 福岡県糟屋郡志免町志免中央３丁常　勤:    1腎臓内科　理事長　前 組織変更 現存
     目６番２２号 (医       1)川　直文 平26. 4. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  509041,313,8 なかよし脳神経クリニ〒811-0120 092-941-5121中山　義也 中山　義也 平26. 5. 1脳外 内   精  診療所
     ック 福岡県糟屋郡新宮町中央駅前１－常　勤:    1 新規 心内 現存
     １－１８ (医       1) 平26. 5. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  510041,314,6 耳鼻咽喉科いしづクリ〒811-0101 092-692-5387医療法人　英和会　理石津　和幸 平26. 4. 1耳い 診療所
     ニック 福岡県糟屋郡新宮町大字原上１７常　勤:    1事長　石津　和幸 組織変更 現存
     ７８番地２ (医       1) 平26. 4. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  511041,315,3 じんばやし整形外科リ〒811-0101 092-962-0200医療法人　禎成会　理陣林　伯禎 平26. 5. 1整外 リウ リハ診療所
     ウマチ科医院 福岡県糟屋郡新宮町大字原上１５常　勤:    1事長　陣林　伯禎 組織変更 現存
     ７４番１ (医       1) 平26. 5. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  512041,318,7 たかやま整形外科クリ〒811-0110 092-940-5050髙山　純一 髙山　純一 平27. 4. 1整外 リハ 診療所
     ニック 福岡県糟屋郡新宮町夜臼６丁目８常　勤:    1 新規 現存
     －７ (医       1) 平27. 4. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  513041,319,5 きよいファミリー内科〒811-2113 092-957-6777清井　起鵬 清井　起鵬 平27.10. 1内   皮   診療所
     福岡県糟屋郡須恵町須恵１０７８常　勤:    1 新規 現存
     番６ (医       1) 平27.10. 1
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  514041,320,3 博多の森　内科クリニ〒811-2232 092-692-8210金本　陽子 金本　陽子 平27.11. 1内   消   循  診療所
     ック 福岡県糟屋郡志免町別府西３丁目常　勤:    1 新規 呼内 現存
     １３－７ (医       1) 平27.11. 1
     非常勤:    1
     (医       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  515041,321,1 医療法人　秋山クリニ〒811-0119 092-963-5522医療法人　秋山クリニ秋山　武徳 平28. 1. 1整外 リウ リハ診療所
     ック 福岡県糟屋郡新宮町緑ケ浜４－１常　勤:    2ック　理事長　秋山　 組織変更 外   現存
     ７－１ (医       2)武徳 平28. 1. 1
     非常勤:    8
     (医       8)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  516041,322,9 うえだクリニック耳鼻〒811-0110 092-963-3303医療法人　Ｇ．Ｏ．Ｄ上田　祥久 平28. 5. 1耳い 皮   外  診療所
     咽喉科・皮フ科 福岡県糟屋郡新宮町夜臼六丁目８常　勤:    1　理事長　上田　祥久 組織変更 アレ 現存
     番８号 (医       1) 平28. 5. 1
     非常勤:    1
     (医       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  517041,323,7 川原眼科 〒811-2304 092-409-5090川原　周平 川原　周平 平28. 6. 1眼   診療所
     福岡県糟屋郡粕屋町大字仲原字口常　勤:    1 新規 現存
     ノ坪２５２６－９ (医       1) 平28. 6. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  518041,324,5 かわはらだ眼科医院 〒811-2303 092-710-8100川原田　富朗 川原田　富朗 平28.10. 1眼   診療所
     糟屋郡粕屋町大字酒殿字老ノ木１常　勤:    1 新規 現存
     ９２－１イオンモール１Ｆ (医       1) 平28.10. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  519041,325,2 新宮中央こどもクリニ〒811-0120 092-962-9003関　祥孝 関　祥孝 平28.10. 1小   診療所
     ック 糟屋郡新宮町中央駅前１丁目１番常　勤:    1 新規 現存
     １９号 (医       1) 平28.10. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  520041,326,0 森塚内科クリニック 〒811-2245 092-937-4181森塚　達也 森塚　達也 平28.12. 1内   呼内 診療所
     糟屋郡志免町片峰１丁目１０番９常　勤:    1 新規 感染症内科 現存
     号 (医       1) 平28.12. 1
     非常勤:    1
     (医       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  521041,327,8 はら眼科クリニック 〒811-2405 092-957-4141医療法人はら眼科クリ原　善太郎 平29. 1. 1眼   診療所
     糟屋郡篠栗町大字篠栗４９１５番常　勤:    1ニック　理事長　原　 組織変更 現存
     地２ (医       1)善太郎 平29. 1. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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  522041,328,6 ばばクリニック 〒811-2304 092-612-1234医療法人８８ばばクリ馬場　哲郎 平29. 1. 1内   外   呼内診療所
     糟屋郡粕屋町大字仲原２９２４番常　勤:    1ニック　理事長　馬場 組織変更 リハ リウ 現存
     地２ (医       1)　哲郎 平29. 1. 1
     非常勤:    1
     (医       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  523041,329,4 めぐみ内科クリニック〒811-2201 092-931-8112医療法人めぐみ内科ク坂田　元子 平29. 4. 1内   呼内 小  診療所
     糟屋郡志免町桜丘２丁目１０番１常　勤:    1リニック　理事長　坂 組織変更 現存
     号 (医       1)田　元子 平29. 4. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  524041,330,2 やひろ脳神経外科 〒811-2205 092-937-5330八尋　龍巳 八尋　龍巳 平29. 6. 1脳外 診療所
     糟屋郡志免町別府一丁目１－５ 常　勤:    1 新規 現存
     (医       1) 平29. 6. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  525041,331,0 こやま内科クリニック〒811-2123 092-410-0127小山　泰寛 小山　泰寛 平30. 4. 1内   胃   診療所
     糟屋郡宇美町光正寺２丁目６番２常　勤:    1 新規 現存
     号 (医       1) 平30. 4. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  526041,332,8 北九州若杉病院 〒811-2416 092-947-0511社会医療法人北九州病蓮尾　裕 平30. 4. 1一般       177病院
     糟屋郡篠栗町大字田中２７５番地常　勤:    9院　理事長　佐多　竹 交代 療養       120現存
     (医       9)良 平30. 4. 1内   呼内 循  
     非常勤:   33 消   リウ リハ
     (医      33)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  527041,902,8 河野病院 〒811-2413 092-947-0611医療法人　済世会　理今泉　暢登志 昭53.10. 1一般        21病院
     (043,813,1) 福岡県糟屋郡篠栗町大字尾仲１３常　勤:    6事長　河野　正美 精神       119現存
     ９ (医       4) 平29.10. 1内   精   神  
     (歯       2) 心内 歯   歯外
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  528041,903,6 医療法人　井上会　篠〒811-2413 092-947-0711医療法人　井上会　篠陣内　重三 昭53.11. 1一般       135病院
     (043,823,0) 栗病院 福岡県糟屋郡篠栗町大字尾仲９４常　勤:   20栗病院　理事長　陣内 精神        70現存
     番地 (医      17)　重三 平29.11. 1療養
     (歯       3)     療養    57
     非常勤:   56 内   放   循  
     (医      54) 消   呼   外  
     (歯       2) こう 整外 リウ
     皮   耳い リハ
     精   神   歯  
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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  529041,910,1 医療法人社団正信会　〒811-2221 092-935-3755医療法人社団正信会　白橋　斉 昭54. 9. 1一般        64病院
     水戸病院 福岡県糟屋郡須恵町大字旅石１１常　勤:    8理事長　増田　住博 療養        44現存
     ５－４８３ (医       8) 平24. 9. 1その他      55
     非常勤:   15 内   呼   消  
     (医      14) 循   小   リハ
     (歯       1) 神内 アレ 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  530041,911,9 久山療育園重症児者医〒811-2501 092-976-2281社会福祉法人バプテス宮崎　信義 昭60.10. 1一般        94病院
     (043,911,3) 療療育センター 福岡県糟屋郡久山町大字久原１８常　勤:    8ト心身障害児（者）を 内   小   リハ現存
     ６９ (医       6)守る会　理事長　山田 平24.10. 1歯   
     (薬       2)　雄次
     非常勤:   55
     (医      50)
     (歯       4)
     (薬       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  531041,912,7 社会保険　仲原病院 〒811-2233 092-621-2802一般社団法人　福岡県岡嶋　泰一郎 昭53. 7. 1一般       135病院
     福岡県糟屋郡志免町別府北二丁目常　勤:   14社会保険医療協会　会 内   外   消  現存
     １２番１号 (医      14)長　吉村　恭幸 平29. 7. 1整外 放   眼  
     非常勤:   22 リハ 麻   透析
     (医      22)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  532041,913,5 福岡県立粕屋新光園 〒811-0119 092-962-2231福岡県知事　小川　洋福岡　真二 昭53. 3. 1一般        50病院
     (043,913,9) 福岡県糟屋郡新宮町緑ケ浜４丁目常　勤:    5 整外 小   精  現存
     ２番１号 (医       5) 平29. 3. 1歯   
     非常勤:    3 精＝小児精神科
     (医       1)
     (歯       2)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  533041,917,6 医療法人　箱田会　箱〒811-2304 092-938-2754医療法人箱田会　理事箱田　博之 昭56.12. 1精神       132病院
     田病院 福岡県糟屋郡粕屋町仲原一丁目１常　勤:    5長　箱田　博之 内   精   現存
     ４番１４号 (医       3) 平29.12. 1
     (薬       2)
     非常勤:   12
     (医      11)
     (薬       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  534041,918,4 河野粕屋病院 〒811-2101 092-932-7300医療法人　済世会　理原　哲朗 昭57. 4. 1療養        48病院
     福岡県糟屋郡宇美町神武原６丁目常　勤:    3事長　河野　正美 精神       202現存
     １番１号 (医       3) 平30. 4. 1精   内   神  
     非常勤:   10 心内 
     (医      10)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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  535041,920,0 医療法人社団三誠会　〒811-2317 092-938-1311医療法人社団三誠会　高崎　正直 平13. 8.19一般        36病院
     ひまわり病院 福岡県糟屋郡粕屋町長者原東一丁常　勤:    3ひまわり病院　理事長 移動 呼   循   消  現存
     目１０番３号 (医       3)　高崎　正直 平25. 8.19外   こう 内  
     非常勤:    4 リハ 整外 
     (医       4)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  536041,921,8 千鳥橋病院附属粕屋診〒811-2304 092-622-1890公益社団法人　福岡医橋口　観 平19.10. 1内   循   消  診療所
     療所 福岡県糟屋郡粕屋町大字仲原２５常　勤:    3療団　代表理事　舟越 移動 現存
     ３１－１ (医       3)　光彦 平25.10. 1
     非常勤:    5
     (医       5)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  537041,922,6 医療法人　社団　廣徳〒811-2122 092-932-0025医療法人社団　 徳会岡部　廣直 昭60. 8. 1療養 病院
     会　岡部病院 福岡県糟屋郡宇美町明神坂１丁目常　勤:    9　理事長　岡部　廣直     療養    65現存
     ２番１号 (医       9) 平24. 8. 1結核        18
     非常勤:   41 療養
     (医      41)     介護    58
     内   呼   消  
     心内 小   耳い
     整外 ひ   リハ
     放   麻   循  
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  538041,928,3 医療法人　三田医院 〒811-2405 092-947-6555医療法人三田医院　理三田　洋 平29. 4.25内   神内 胃  診療所
     糟屋郡篠栗町大字篠栗４７７１ 常　勤:    3事長　三田　哲司 移動 小   現存
     (医       3) 平29. 4.25
     非常勤:    2
     (医       2)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  539041,929,1 医療法人やまのファミ〒811-2405 092-947-0310医療法人やまのファミ山野　秀文 平23. 1. 4内   小   胃  診療所
     リークリニック 福岡県糟屋郡篠栗町大字篠栗４８常　勤:    1リークリニック　理事 移動 現存
     ５７番地１７ (医       1)長　山野　秀文 平29. 1. 4
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  540041,931,7 医療法人　竹村医院 〒811-0112 092-962-0846医療法人　竹村医院　竹村　聡 平27.10.11内   小   胃  診療所
     福岡県糟屋郡新宮町下府５－１２常　勤:    2理事長　竹村　聡 移動 現存
     －８ (医       2) 平27.10.11
     非常勤:    4
     (医       4)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  541041,933,3 医療法人　神武医院 〒811-2109 092-932-0188医療法人　神武医院　神武　壮 平元. 9. 1内   小   診療所
     福岡県糟屋郡宇美町桜原２丁目２常　勤:    1理事長　神武　壮 現存
     ２番１号 (医       1) 平28. 9. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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  542041,935,8 徳永眼科クリニック 〒811-2314 092-939-2000医療法人　有恒会　理徳永　恒夫 平 2. 1. 1眼   診療所
     福岡県糟屋郡粕屋町若宮二丁目１常　勤:    1事長　徳永　恒夫 現存
     番１２号 (医       1) 平29. 1. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  543041,938,2 泯江堂三野原病院 〒811-2402 092-947-0040医療法人泯江堂　三野三野原　元澄 平12. 8.13一般 病院
     (043,818,0) 福岡県糟屋郡篠栗町大字金出３５常　勤:    6原病院　理事長　三野 移動     一般    97現存
     ５３ (医       4)原　元澄 平24. 8.13療養
     (歯       2)     療養    53
     非常勤:   16 内   精   呼  
     (医      15) 胃   循   リハ
     (歯       1) 歯   神内 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  544041,943,2 医療法人社団日晴会久〒811-2204 092-932-0133医療法人社団日晴会　原　正文 平15.12. 1一般 病院
     恒病院 福岡県糟屋郡志免町大字田富字牛常　勤:    4理事長　原　正文 移動     一般    47現存
     丸１５２番１ (医       4) 平27.12. 1整外 外   胃  
     非常勤:   33 リハ 麻   
     (医      33)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  545041,946,5 医療法人篠田眼科医院〒811-0121 092-962-2930医療法人篠田眼科医院篠田　泰治 平 3. 9. 1眼   診療所
     福岡県糟屋郡新宮町美咲２丁目１常　勤:    1　理事長　篠田　泰治 現存
     ７番２６号 (医       1) 平24. 9. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  546041,948,1 栄光病院 〒811-2232 092-935-0147社会医療法人栄光会　井上　裕 平17.11.13一般       140病院
     福岡県糟屋郡志免町別府西三丁目常　勤:   14理事長　青戸　雄司 移動 療養        38現存
     ８番１５号 (医      14) 平29.11.13内   外   ひ  
     非常勤:    1 消   こう リハ
     (医       1) 循   神内 心内
     呼   整外 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  547041,949,9 医療法人成雅会　泰平〒811-2111 092-932-5881医療法人　成雅会　理堤　康雅 平 4. 1. 1一般 病院
     病院 福岡県糟屋郡須恵町大字新原１４常　勤:    6事長　堤　康雅     一般    60現存
     番地の７ (医       4) 平28. 1. 1療養
     (薬       2)     療養    48
     非常勤:   26 療養
     (医      26)     介護    71
     内   リハ 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  548041,950,7 医療法人　志方医院 〒811-2501 092-976-2858医療法人　志方医院　志方　建 平 4. 5. 1内   呼   循  診療所
     福岡県糟屋郡久山町大字久原３５常　勤:    1理事長　志方　建 小   アレ 現存
     １２－１ (医       1) 平28. 5. 1
     非常勤:    2
     (医       2)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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  549041,951,5 医療法人　大国医院 〒811-2501 092-976-0173医療法人　大国医院　大國　篤史 平 4.10. 1内   胃   小  診療所
     福岡県糟屋郡久山町大字久原２５常　勤:    2理事長　大國　篤史 現存
     ９７－７ (医       2) 平28.10. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  550041,955,6 医療法人　社団　緑風〒811-2243 092-935-0073医療法人社団緑風会水田中　謙太郎 平 6. 1. 1精神       200病院
     会　水戸病院 福岡県糟屋郡志免町志免東４丁目常　勤:    8戸病院　理事長　水戸 組織変更 心内 精   現存
     １番１号 (医       7)　布美子 平30. 1. 1
     (薬       1)
     非常勤:   21
     (医      21)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  551041,956,4 医療法人中西内科クリ〒811-2101 092-934-0703医療法人　中西内科ク中西　真之 平 6. 7. 1内   呼   循  診療所
     ニック 福岡県糟屋郡宇美町宇美４丁目１常　勤:    1リニック　理事長　中 組織変更 現存
     番３号 (医       1)西　眞之 平24. 7. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  552041,957,2 医療法人　岡医院 〒811-2114 092-932-0458医療法人　岡医院　理岡　泰正 平 6. 7. 1内   小   診療所
     福岡県糟屋郡須恵町上須恵７８７常　勤:    1事長　岡　泰正 組織変更 現存
     －１ (医       1) 平24. 7. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  553041,958,0 医療法人　むらつか耳〒811-2314 092-939-3570医療法人　むらつか耳村塚　幸穂 平 7. 4.17耳い アレ 診療所
     鼻咽喉科クリニック 福岡県糟屋郡粕屋町若宮二丁目６常　勤:    1鼻咽喉科クリニック　 移動 現存
     番１号 (医       1)理事長　村塚　幸穂 平28. 4.17
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  554041,962,2 医療法人　原外科医院〒811-0112 092-962-0704医療法人　原外科医院原　速 平 8. 9. 1一般         8診療所
     福岡県糟屋郡新宮町下府１丁目３常　勤:    1　理事長　原　速 組織変更 外   胃   こう現存
     番５号 (医       1) 平29. 9. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  555041,963,0 医療法人七雍会　村西〒811-2311 092-938-9234医療法人七雍会　村西上田　一郎 平 8.12. 1内   呼   小  診療所
     内科クリニック 福岡県糟屋郡粕屋町長者原東３丁常　勤:    2内科クリニック　理事 組織変更 消   現存
     目２番３０号 (医       2)長　上田　一郎 平29.12. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  556041,964,8 せと眼科医院 〒811-2413 092-947-6611医療法人　有恒会　理大角　良光 平 9. 3. 1眼   診療所
     福岡県糟屋郡篠栗町大字尾仲字宮常　勤:    3事長　徳永　恒夫 新規 現存
     の下７２３ー４ (医       3) 平30. 3. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  557041,968,9 医療法人　中道眼科ク〒811-2101 092-934-1223医療法人　中道眼科ク中道　俊文 平 9. 8. 1眼   診療所
     リニック 福岡県糟屋郡宇美町宇美４丁目１常　勤:    1リニック　理事長　中 組織変更 現存
     番３号 (医       1)道　俊文 平24. 8. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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  558041,969,7 福岡青洲会病院 〒811-2316 092-939-0010社会医療法人　青洲会高山　昌紀 平10. 1. 1一般       213病院
     福岡県糟屋郡粕屋町長者原西四丁常　勤:   39　理事長　中村　幹夫 組織変更 内   外   循  現存
     目１１番８号 (医      39) 平28. 1. 1脳外 整外 呼内
     非常勤:   35 消   神内 こう
     (医      35) 形外 胸外 アレ
     ひ   眼   リハ
     放   病理 臨床
     救命 麻   
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  559041,970,5 医療法人三樹会　くす〒811-2244 092-937-0408医療法人三樹会　くす楠田　三樹子 平10. 4. 1内   循   アレ診療所
     だクリニック 福岡県糟屋郡志免町志免中央４丁常　勤:    1だクリニック　理事長 組織変更 現存
     目７番２１号 (医       1)　楠田　三樹子 平28. 4. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  560041,971,3 医療法人　おかべ小児〒811-2123 092-933-7161医療法人　おかべ小児岡部　康文 平10. 4.10小   診療所
     科クリニック 福岡県糟屋郡宇美町光正寺１－１常　勤:    1科クリニック　理事長 組織変更 現存
     －１８ (医       1)　岡部　康文 平28. 4.10
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  561041,972,1 千鳥橋病院附属須恵診〒811-2111 092-934-0011公益社団法人　福岡医岩下　早苗 平22.11. 1内   小   消  診療所
     療所 福岡県糟屋郡須恵町大字新原字前常　勤:    1療団　代表理事　舟越 移動 循   呼内 神内現存
     田２３２番１ (医       1)　光彦 平28.11. 1
     非常勤:    4
     (医       4)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  562041,973,9 医療法人　加来循環器〒811-2132 092-932-8870医療法人　加来循環器加耒　秀基 平10.12. 1循   内   診療所
     科内科医院 福岡県糟屋郡宇美町原田１丁目１常　勤:    2科内科医院　理事長　 組織変更 現存
     番４号 (医       2)加耒　秀基 平28.12. 1
     非常勤:    1
     (医       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  563041,974,7 医療法人　みなみ　粕〒811-2129 092-933-7171医療法人　みなみ　理玉井　収 平11. 1. 1療養       206病院
     (043,815,6) 屋南病院 糟屋郡宇美町神武原６丁目２番７常　勤:    5事長　玉井　収 組織変更 内   消   循  現存
     号 (医       5) 平29. 1. 1リハ 歯   
     非常勤:   25
     (医      23)
     (歯       2)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  564041,975,4 医療法人成松循環器科〒811-0119 092-962-0022医療法人成松循環器科成松　元治 平20. 1. 1一般        17診療所
     医院 福岡県糟屋郡新宮町緑ケ浜四丁目常　勤:    1医院　理事長　成松　 移動 循   心外 内  現存
     ５番２５号 (医       1)元治 平26. 1. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  565041,976,2 医療法人いりえ小児科〒811-2131 092-932-9600医療法人いりえ小児科入江　勝一 平11.12. 1小   診療所
     医院 福岡県糟屋郡宇美町貴船１丁目１常　勤:    1医院　理事長　入江　 組織変更 現存
     １番６号 (医       1)勝一 平29.12. 1
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  566041,977,0 医療法人　養真堂　産〒811-2244 092-936-3939医療法人　養真堂　産片瀬　高 平11.12. 5一般        19診療所
     婦人科　筑紫クリニッ福岡県糟屋郡志免町志免中央３丁常　勤:    3婦人科　筑紫クリニッ 組織変更 産   婦   現存
     ク 目１番３０号 (医       3)ク　理事長　片瀬　高 平29.12. 5
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  567041,978,8 うえの病院 〒811-2202 092-935-0316医療法人うえの病院　田上　和夫 平14.11.11一般 病院
     福岡県糟屋郡志免町志免二丁目１常　勤:    6理事長　上野　毅一郎 移動     一般    36現存
     ０－２０ (医       5) 平26.11.11外   消   こう
     (薬       1) 透析 リハ 他  
     非常勤:   70
     (医      70)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  568041,979,6 粕屋中南部休日診療所〒811-2501 092-652-3119粕屋南部消防組合　組松尾　喬之 平12. 4. 1内   小   歯  診療所
     (043,816,4) 福岡県糟屋郡久山町大字久原３１常　勤:    2合長　木原　忠 新規 現存
     ６８番地の１ (医       2) 平30. 4. 1
     非常勤:   41
     (医      24)
     (歯      10)
     (薬       7)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  569041,980,4 青洲会クリニック 〒811-2202 092-937-0422社会医療法人　青洲会植田　保子 平12. 4. 1内   外   ひ  診療所
     福岡県糟屋郡志免町志免４丁目１常　勤:    6　理事長　中村　幹夫 組織変更 整外 リハ 現存
     番７号 (医       6) 平30. 4. 1
     非常勤:   10
     (医      10)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  570041,981,2 医療法人　耕真会　え〒811-2244 092-935-2366医療法人　耕真会　理江藤　耕太郎 平12.12. 1眼   診療所
     とう眼科クリニック 福岡県糟屋郡志免町志免中央四丁常　勤:    1事長　江藤　耕太郎 組織変更 現存
     目７番３０号 (医       1) 平24.12. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  571041,982,0 福田皮ふ科クリニック〒811-2244 092-936-5255医療法人　ＦＤＣ　理福田　英三 平13. 1. 1皮   診療所
     福岡県糟屋郡志免町志免中央３丁常　勤:    1事長　福田　英三 新規 現存
     目６番１１号 (医       1) 平25. 1. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  572041,983,8 医療法人ワイ・エム・〒811-2205 092-935-2600医療法人ワイ・エム・八尋　龍二 平13. 1. 1一般        14診療所
     エス　八尋整形外科医福岡県糟屋郡志免町別府１丁目１常　勤:    3エス　理事長　八尋　 組織変更 療養         5現存
     院 番６号 (医       3)龍二 平25. 1. 1整外 リウ リハ
     神   
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  573041,984,6 医療法人　満安内科医〒811-2205 092-936-7200医療法人　満安内科医安森　耕 平14. 1. 1内   循   呼内診療所
     院 福岡県糟屋郡志免町別府３丁目１常　勤:    1院　理事長　安森　耕 組織変更 小   他   現存
     ０番５号 (医       1) 平26. 1. 1
     非常勤:    1
     (医       1)
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  574041,985,3 医療法人　須恵中央眼〒811-2114 092-931-1800医療法人　須恵中央眼原田　宗明 平14. 4. 1眼   診療所
     科 福岡県糟屋郡須恵町大字上須恵１常　勤:    1科　理事長　原田　宗 組織変更 現存
     １９３番地３ (医       1)明 平26. 4. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  575041,986,1 医療法人やまだ消化器〒811-0124 092-941-2225医療法人やまだ消化器山田　義生 平14.12. 1消   胃   内  診療所
     科内科クリニック 糟屋郡新宮町新宮東４丁目３番１常　勤:    1科内科クリニック　理 組織変更 放   現存
     号 (医       1)事長　山田　義生 平26.12. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  576041,987,9 医療法人森高脳神経外〒811-2244 092-937-2214医療法人森高脳神経外森高　一彦 平14.12. 1脳外 リハ 診療所
     科クリニック 福岡県糟屋郡志免町志免中央４丁常　勤:    1科クリニック　理事長 組織変更 現存
     目１６番１号 (医       1)　森高　一彦 平26.12. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  577041,988,7 医療法人太田整形外科〒811-2113 092-932-8877医療法人太田整形外科太田　一州 平15. 1. 1整外 リハ リウ診療所
     福岡県糟屋郡須恵町大字須恵７７常　勤:    1　理事長　太田　一州 組織変更 現存
     ７番５号 (医       1) 平27. 1. 1
     非常勤:    5
     (医       5)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  578041,989,5 医療法人合屋クリニッ〒811-2202 092-936-5839医療法人合屋クリニッ合屋　友望 平15. 1. 1胃   外   こう診療所
     ク 福岡県糟屋郡志免町大字志免１６常　勤:    1ク　理事長　合屋　友 組織変更 麻   リハ 現存
     ８６－１ (医       1)望 平27. 1. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  579041,990,3 宮原医院 〒811-2502 092-652-3680医療法人　護健会　理江島　強 平15. 6. 1内   麻   リハ診療所
     福岡県糟屋郡久山町大字山田１６常　勤:    1事長　宮原　護 新規 胃   循   外  現存
     ８４番地２ (医       1) 平27. 6. 1こう 
     非常勤:    1
     (医       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  580041,991,1 社会医療法人　栄光会〒811-2232 092-937-5521社会医療法人栄光会　田崎　英範 平15. 8. 1小   診療所
     　栄光会こどもクリニ福岡県糟屋郡志免町別府西二丁目常　勤:    2理事長　青戸　雄司 新規 現存
     ック ２３番２５号 (医       2) 平27. 8. 1
     非常勤:    1
     (医       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  581041,992,9 医療法人大坪医院 〒811-2314 092-938-2859医療法人大坪医院　理大坪　哲也 平16. 1. 1内   小   循  診療所
     福岡県糟屋郡粕屋町若宮二丁目９常　勤:    2事長　大坪　哲也 組織変更 アレ 呼   現存
     番５号 (医       2) 平28. 1. 1
     非常勤:    1
     (医       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  582041,994,5 医療法人みやふさ整形〒811-2244 092-957-3031医療法人みやふさ整形宮房　成一 平16. 5. 1整外 リハ リウ診療所
     外科クリニック 福岡県糟屋郡志免町志免中央２丁常　勤:    1外科クリニック　理事 組織変更 現存
     目４番１号 (医       1)長　宮房　成一 平28. 5. 1
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  583041,995,2 医療法人市來医院 〒811-2221 092-935-0165医療法人市來医院　理市來　晴人 平16. 5. 1一般    診療所
     福岡県糟屋郡須恵町大字旅石１７常　勤:    1事長　市來　晴人 組織変更 内   胃   小  現存
     ０番地１４３ (医       1) 平28. 5. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  584041,996,0 医療法人　育優会　さ〒811-2316 092-939-6008医療法人　育優会　理繁永　育久 平17. 5. 1整外 内   リハ診療所
     くらクリニック 福岡県糟屋郡粕屋町長者原西２丁常　勤:    1事長　繁永　育久 組織変更 リウ 現存
     目６番１号 (医       1) 平29. 5. 1
     非常勤:    3
     (医       3)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  585041,997,8 医療法人　森小児科ク〒811-2317 092-957-1610医療法人　森小児科ク森　俊憲 平17. 5. 1小   診療所
     リニック 福岡県糟屋郡粕屋町長者原東一丁常　勤:    1リニック　理事長　森 組織変更 現存
     目３番２８号 (医       1)　俊憲 平29. 5. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  586041,998,6 医療法人　おおつぼ皮〒811-2314 092-939-3532医療法人　おおつぼ皮大坪　東彦 平18. 1. 1皮   診療所
     ふ科クリニック 福岡県糟屋郡粕屋町若宮二丁目２常　勤:    1ふ科クリニック　理事 組織変更 現存
     １番１８号 (医       1)長　大坪　東彦 平30. 1. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  587041,999,4 とくなが子供クリニッ〒811-2207 092-957-8880医療法人とくなが子供徳永　泰幸 平21. 5. 1小   診療所
     ク 福岡県糟屋郡志免町大字南里２９常　勤:    1クリニック　理事長　 組織変更 現存
     番４ (医       1)徳永　泰幸 平27. 5. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  588042,161,0 王子産婦人科医院 〒811-2113 092-933-5050王子　淳 王子　淳 昭56.11. 1内   小   皮  診療所
     福岡県糟屋郡須恵町大字須恵３７常　勤:    1 産   婦   現存
     ７番地の１５７ (医       1) 平29.11. 1
     非常勤:    2
     (医       2)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  589042,905,0 新宮町相島診療所 〒811-0118 092-962-4361新宮町長　長﨑　武利赤星　和明 昭53. 2. 1内   診療所
     福岡県糟屋郡新宮町大字相島１４常　勤:    1 現存
     ０１ (医       1) 平28. 4. 1
     非常勤:    2
     (医       2)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  590042,930,8 医療法人　松尾耳鼻咽〒811-2244 092-936-5641医療法人　松尾耳鼻咽松尾　正彦 平元. 6. 1耳い 気食 診療所
     喉科医院 福岡県糟屋郡志免町志免中央３丁常　勤:    1喉科医院　理事長　松 現存
     目１番２０号 (医       1)尾　正彦 平28. 6. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  591042,952,2 医療法人うかじ小児科〒811-2244 092-936-5833医療法人　うかじ小児宇梶　光大郎 平 4.12. 1小   診療所
     医院 福岡県糟屋郡志免町志免中央３丁常　勤:    1科医院　理事長　宇梶 現存
     目６番２５号 (医       1)　光大郎 平28.12. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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  592042,956,3 こころのクリニックゆ〒811-0121 092-962-9567医療法人　ドリーム　人見　雅彦 平22. 1. 1心内 精   診療所
     め 福岡県糟屋郡新宮町美咲２丁目６常　勤:    1理事長　人見　雅彦 組織変更 現存
     番７号 (医       1) 平28. 1. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  593051,092,5 湊診療所 〒811-3501 0940-62-3050村瀬　政行 村瀬　政行 昭51. 4. 1内   小   診療所
     福岡県宗像市神湊９３７－１ 常　勤:    1 現存
     (医       1) 平24. 8. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  594051,115,4 上田医院 〒811-3305 0940-52-2823上田　寛 上田　寛 昭60. 9. 1一般        15診療所
     福岡県福津市宮司六丁目１０番１常　勤:    2 その他       4現存
     号 (医       2) 平24. 9. 1内   呼   胃  
     非常勤:    6 循   小   放  
     (医       6)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  595051,124,6 池田内科クリニック 〒811-3217 0940-42-8688池田　潔 池田　潔 平 8.11. 1内   診療所
     福岡県福津市中央３－１０－１－常　勤:    1 新規 現存
     １Ｆ (医       1) 平29.11. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  596051,125,3 古野内科・循環器科医〒811-3219 0940-34-9090古野　陽一郎 古野　陽一郎 平 9. 2. 1内   循   呼  診療所
     院 福岡県福津市西福間二丁目５－２常　勤:    1 新規 消   小   現存
     ３ (医       1) 平30. 2. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  597051,130,3 野田クリニック 〒811-3217 0940-34-3322野田　敏之 野田　敏之 平11. 4. 1心内 内   精  診療所
     福岡県福津市中央３丁目８－５ 常　勤:    1 新規 現存
     (医       1) 平29. 4. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  598051,134,5 吉村耳鼻咽喉科医院 〒811-3217 0940-35-8686吉村　徹 吉村　徹 平17. 6. 1耳い 診療所
     福岡県福津市中央５丁目２５－２常　勤:    1 新規 現存
     ４ (医       1) 平29. 6. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  599051,136,0 松野脳神経クリニック〒811-3223 0940-43-5055松野　治雄 松野　治雄 平18. 1. 1脳外 内   リハ診療所
     福岡県福津市光陽台１丁目１番地常　勤:    2 新規 放   呼   現存
     の５ (医       1) 平30. 1. 1
     (薬       1)
     非常勤:    3
     (医       3)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  600051,137,8 耳鼻咽喉科　藤吉クリ〒811-3217 0940-35-8666藤吉　達也 藤吉　達也 平18. 7. 1耳い 診療所
     ニック 福岡県福津市中央３丁目９番１号常　勤:    1 新規 現存
     (医       1) 平24. 7. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  601051,139,4 山田胃腸科内科肛門科〒811-3218 0940-43-5947山田　徳郎 山田　徳郎 平20. 3. 1胃   内   こう診療所
     福岡県福津市手光南１丁目６－７常　勤:    1 新規 循   呼   麻  現存
     (医       1) 平26. 3. 1外   アレ 婦  
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  602051,140,2 たなか泌尿器科皮膚科〒811-3216 0940-42-5307田中　誠 田中　誠 平21. 1. 1皮   ひ   診療所
     福岡県福津市花見が浜１丁目４番常　勤:    1 新規 現存
     ３号 (医       1) 平27. 1. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  603051,143,6 おがわせせらぎ診療所〒811-3217 0940-39-3646小川　恵美 小川　恵美 平24. 9. 1内   心内 精  診療所
     福岡県福津市中央３－１－１　福常　勤:    1 新規 現存
     間駅ビル１Ｆ　１０５ (医       1) 平24. 9. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  604051,145,1 明日花クリニック福津〒811-3213 0940-38-5577入来　勇人 入来　勇人 平25.10. 7内   診療所
     在宅診療所 福岡県福津市日蒔野３丁目１番地常　勤:    2 移動 現存
     １０９ (医       2) 平25.10. 7
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  605051,147,7 よしき皮膚科・形成外〒811-3209 0940-39-3912吉木　竜太郎 吉木　竜太郎 平30. 1. 9皮   形外 診療所
     科 福津市日蒔野５丁目１４－６ 常　勤:    1 移動 現存
     (医       1) 平30. 1. 9
     非常勤:    5
     (医       5)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  606051,148,5 医療法人たけなかこど〒811-3217 0940-42-0043医療法人たけなかこど竹中　伸一 平26. 9. 9小   内   診療所
     もクリニック 福岡県福津市中央６丁目２２番３常　勤:    2もクリニック　理事長 移動 現存
     ３号 (医       2)　竹中　伸一 平26. 9. 9
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  607051,149,3 日野皮フ科医院 〒811-3217 0940-43-5521日野　亮介 日野　亮介 平26. 2. 1皮   他   診療所
     福岡県福津市中央３－１０－６ 常　勤:    1 交代 現存
     (医       1) 平26. 2. 1
     非常勤:    1
     (医       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  608051,150,1 医療法人　中須賀内科〒811-3214 0940-42-2100医療法人　中須賀内科中須賀　一太 平27. 1. 1内   循   胃  診療所
     循環器内科 福岡県福津市花見が丘一丁目５番常　勤:    1循環器内科　理事長　 組織変更 呼内 現存
     １５号 (医       1)中須賀　一太 平27. 1. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  609051,152,7 福津中央クリニック 〒811-3209 0940-51-7700医療法人　大郁会　理大原　郁一 平27. 8. 1内   循   透析診療所
     福岡県福津市日蒔野５－１７－１常　勤:    1事長　大原　郁一 組織変更 現存
     (医       1) 平27. 8. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  610051,155,0 時計台クリニック 〒811-3221 0940-34-3555医療法人時計台クリニ今林　悟 平27.12. 1内   外   呼内診療所
     福岡県福津市若木台一丁目１番地常　勤:    1ック　理事長　今林　 組織変更 循   消   現存
     の１２ (医       1)悟 平27.12. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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  611051,157,6 ふたばアイクリニック〒811-3209 0940-43-8018藤村　治彦 藤村　治彦 平28. 3. 1眼   診療所
     福岡県福津市日蒔野６－１６－１常　勤:    1 新規 現存
     　イオンモール福津２Ｆ (医       1) 平28. 3. 1
     非常勤:    6
     (医       6)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  612051,158,4 キッズクリニック福津〒811-3209 0940-51-2260医療法人　大郁会　理遠 　久 平28. 5. 1小   診療所
     中央 福岡県福津市日蒔野４－１３－１常　勤:    1事長　大原　郁一 新規 現存
     (医       1) 平28. 5. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  613051,159,2 桑原整形外科医院 〒811-3217 0940-42-0020福元　智子 福元　智子 平28. 5. 7一般        14診療所
     福岡県福津市中央６丁目１０－５常　勤:    1 交代 麻   整外 リハ現存
     (医       1) 平28. 5. 7
     非常勤:    5
     (医       5)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  614051,160,0 松岡内科医院 〒811-3305 0940-52-1302医療法人松岡内科医院松岡　大輔 平28.12. 1内   呼   循  診療所
     福津市宮司六丁目４番１号 常　勤:    1　理事長　松岡　大輔 組織変更 現存
     (医       1) 平28.12. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  615051,161,8 勝浦クリニック 〒811-3521 0940-52-0830古野　貴 古野　貴 平29. 1. 1内   呼内 消  診療所
     福津市勝浦３１５４－２ 常　勤:    1 交代 他   現存
     (医       1) 平29. 1. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  616051,162,6 福津内科クリニック 〒811-3217 0940-43-8282医療法人ＫＭＳ　理事市川　晃治郎 平29. 2. 1内   消   他  診療所
     福津市中央４丁目２０番１７号 常　勤:    1長　市川　晃治郎 組織変更 現存
     (医       1) 平29. 2. 1
     非常勤:    2
     (医       2)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  617051,163,4 かわもと整形外科 〒811-3209 0940-42-1379川本　泰作 川本　泰作 平29. 5. 1整外 リハ リウ診療所
     福津市日蒔野１－５－１ 常　勤:    1 新規 現存
     (医       1) 平29. 5. 1
     非常勤:    1
     (医       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  618051,164,2 渡辺クリニック 〒811-3221 0940-42-0046医療法人渡辺クリニッ渡邉　勲 平29. 8. 1内   胃   小  診療所
     福津市若木台１丁目１２番２号 常　勤:    1ク　理事長　渡邉　勲 組織変更 現存
     (医       1) 平29. 8. 1
     非常勤:    1
     (医       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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  619051,165,9 福津訪問クリニック 〒811-3202 0940-62-5300矢野　周太郎 矢野　周太郎 平29.10. 1精   内   診療所
     福津市畦町４４０－８ 常　勤:    1 新規 現存
     (医       1) 平29.10. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  620051,166,7 医療法人　石田レディ〒811-3211 0940-35-8080医療法人石田レディー石田　清 平30. 1. 1一般        13診療所
     ースクリニック 福津市有弥の里二丁目１０番１７常　勤:    2スクリニック　理事長 組織変更 産   婦   現存
     号 (医       2)　石田　清 平30. 1. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  621051,167,5 耳鼻咽喉科　工藤こう〒811-3209 0940-34-9077医療法人ＫＫＣ　理事工藤　香児 平30. 5. 1耳い アレ 診療所
     じクリニック 福津市日蒔野５－１４－１ 常　勤:    1長　工藤　香児 組織変更 現存
     (医       1) 平30. 5. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  622051,907,4 医療法人　浩心会　福〒811-3217 0940-42-3503医療法人　浩心会　理辻　勇夫 昭53. 7. 1眼   診療所
     間眼科クリニック 福岡県福津市中央六丁目２１番２常　勤:    2事長　辻　勇夫 現存
     ７号 (医       2) 平29. 7. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  623051,913,2 北九州津屋崎病院 〒811-3307 0940-52-0034社会医療法人　北九州大串　修 昭32.10. 1一般 病院
     福岡県福津市渡１６９３ 常　勤:    8病院　理事長　佐多　     一般    55現存
     (医       8)竹良 平29.10. 1療養
     非常勤:    5     療養    91
     (医       5) その他
         療養    90
     内   呼   リハ
     心内 精   
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  624051,914,0 医療法人恵愛会　福間〒811-3295 0940-42-0145医療法人　恵愛会　理東　和也 昭53.11. 1精神       500病院
     (053,914,4) 病院 福岡県福津市花見が浜１丁目５番常　勤:   27事長　坂田　利家 精   心内 内  現存
     １号 (医      26) 平29.11. 1歯   他   
     (歯       1)
     非常勤:   20
     (医      19)
     (歯       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  625051,916,5 宗像水光会総合病院 〒811-3207 0940-34-3111医療法人社団　水光会田山　慶一郎 昭54. 4. 1一般       300総合病院
     福岡県福津市日蒔野５丁目７番地常　勤:   56　理事長　津留　英智 外   麻   消  現存
     の１ (医      56) 平29.10. 1内   耳   皮  
     非常勤:   57 整外 こう リハ
     (医      57) 形外 眼   ひ  
     リウ 脳外 放  
     循   小   産婦
     心外 呼   
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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  626051,919,9 東福間病院 〒811-3222 0940-43-1311医療法人社団宗正会　秦　裕文 昭57.10. 1療養        51病院
     福岡県福津市津丸１１６４－３ 常　勤:    3理事長　秦　裕文 その他      99現存
     (医       3) 平24.10. 1内   皮   放  
     非常勤:   39 神内 リハ 
     (医      39)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  627051,924,9 医療法人保利　ほりク〒811-3225 0940-43-1177医療法人保利　理事長保利　敬 平 3. 9. 1一般        11診療所
     リニック 福岡県福津市東福間１丁目３－１常　勤:    1　保利　敬 療養         8休止
     (医       1) 平24. 9. 1内   呼   胃  
     リハ 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  628051,925,6 医療法人　あいだ医院〒811-3225 0940-42-3101医療法人あいだ医院　間　克麿 平14. 9.30内   小   診療所
     福岡県福津市東福間３－４－３ 常　勤:    2理事長　間　克麿 移動 現存
     (医       2) 平26. 9.30
     非常勤:    1
     (医       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  629051,926,4 医療法人　まつなが小〒811-3311 0940-52-4363医療法人まつなが小児松永　伸二 平 7. 1. 1小   診療所
     児科医院 福岡県福津市宮司浜三丁目２２番常　勤:    1科医院　理事長　松永 組織変更 現存
     ２４号 (医       1)　伸二 平28. 1. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  630051,928,0 医療法人　こじまクリ〒811-3304 0940-52-0213医療法人　こじまクリ小島　武士 平 8. 2. 1内   呼   リウ診療所
     ニック 福岡県福津市津屋崎３丁目１６番常　勤:    1ニック　理事長　小島 組織変更 現存
     ２０号 (医       1)　武士 平29. 2. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  631051,929,8 医療法人　中島外科医〒811-3311 0940-52-1300医療法人　中島外科医中島　啓輔 平 8. 5. 1一般        10診療所
     院 福岡県福津市宮司浜三丁目２６番常　勤:    1院　理事長　中島　啓 組織変更 療養         3現存
     ３１号 (医       1)輔 平29. 5. 1その他       5
     外   整外 胃  
     リハ 皮   
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  632051,930,6 医療法人恒樹会　なか〒811-3217 0940-34-3188医療法人恒樹会　理事中嶋　康幸 平12.12. 1一般         3診療所
     しま眼科医院 福岡県福津市中央４丁目２０番１常　勤:    1長　中嶋　康幸 組織変更 眼   現存
     ０号 (医       1) 平24.12. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  633051,931,4 医療法人静かな海の会〒811-3307 0940-52-0120医療法人　静かな海の西見　優 平14. 1. 1療養 病院
     　津屋崎中央病院 福岡県福津市渡１５６４番地 常　勤:    1会　理事長　三宅　亮 組織変更     療養    72現存
     (医       1) 平26. 1. 1療養
     非常勤:   42     介護    40
     (医      42) 内   循   リハ
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  634051,932,2 医療法人荒牧整形外科〒811-3217 0940-34-3355医療法人荒牧整形外科荒牧　健一 平14. 5. 1一般        19診療所
     医院 福岡県福津市中央４丁目２１－５常　勤:    1医院　理事長　荒牧　 組織変更 整外 リウ リハ現存
     (医       1)健一 平26. 5. 1
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  635051,933,0 医療法人宗隆会上妻整〒811-3217 0940-42-0089医療法人宗隆会　理事上妻　隆秀 平16. 1. 1一般 診療所
     形外科医院 福岡県福津市中央五丁目２４番７常　勤:    1長　上妻　隆秀 組織変更     一般    19現存
     号 (医       1) 平28. 1. 1整外 リハ リウ
     非常勤:   23
     (医      23)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  636051,934,8 しば田クリニック 〒811-3217 0940-43-5222医療法人しば田クリニ柴田　順二 平21. 1. 1消   内   外  診療所
     福岡県福津市中央３丁目９番１号常　勤:    1ック　理事長　柴田　 組織変更 こう 現存
     ＯＤＡビル２階 (医       1)順二 平27. 1. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  637051,936,3 医療法人　福間諏訪ク〒811-3217 0940-43-8808医療法人　福間諏訪ク小須賀　健一 平23. 4. 1一般        10診療所
     リニック 福岡県福津市中央６丁目１９番１常　勤:    1リニック　理事長　小 組織変更 療養         9現存
     号 (医       1)須賀　健一 平29. 4. 1内   循   消  
     リハ 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  638052,114,6 青野内科小児科医院 〒811-3212 0940-43-0131青野　広昇 青野　広昇 昭59.10. 1内   呼   胃  診療所
     福岡県福津市福間南三丁目１番２常　勤:    1 循   小   放  現存
     ６号 (医       1) 平29.10. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  639052,122,9 宮城病院 〒811-3207 0940-43-7373宮城　研 宮城　研 平 3. 1. 1一般        60病院
     福岡県福津市日蒔野５丁目１２番常　勤:    3 療養        60現存
     地の２ (医       3) 平30. 1. 1内   神内 胃  
     非常勤:   22 循   外   整外
     (医      22) リハ 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  640061,028,7 ありよしレディースク〒811-3434 0940-37-1633有吉　德雄 有吉　德雄 平18. 4.24一般         5診療所
     リニック 福岡県宗像市村山田字堤１７１－常　勤:    1 移動 産   婦   現存
     ３ (医       1) 平30. 4.24
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  641061,041,0 平塚胃腸科外科医院 〒811-4163 0940-32-2126平塚　隆三 平塚　隆三 昭58. 2. 1胃   外   診療所
     福岡県宗像市大字自由ケ丘２丁目常　勤:    1 現存
     ７番５ (医       1) 平28. 2. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  642061,044,4 森都病院 〒811-4175 0940-32-0111谷口　博康 谷口　博康 昭58.10. 1療養        60病院
     福岡県宗像市田久三丁目３番１号常　勤:    1 内   胃   循  現存
     (医       1) 平28.10. 1外   整外 神内
     非常勤:    7
     (医       7)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  643061,049,3 渡辺整形外科医院 〒811-3406 0940-32-2600渡辺　甲作 渡辺　甲作 昭62. 6. 1一般        19診療所
     福岡県宗像市稲元四丁目９番２５常　勤:    1 整外 リハ 麻  現存
     号 (医       1) 平29. 6. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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  644061,058,4 宗像眼科クリニック 〒811-3431 0940-37-0741松井　弘治 松井　弘治 平 5.12. 1眼   診療所
     福岡県宗像市田熊２丁目５番１３常　勤:    1 移動 現存
     号 (医       1) 平29.12. 1
     非常勤:    1
     (医       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  645061,060,0 吉田内科クリニック 〒811-3434 0940-36-4118吉田　道弘 吉田　道弘 平 7. 7. 1内   診療所
     福岡県宗像市村山田１０７１ 常　勤:    1 新規 現存
     (医       1) 平28. 7. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  646061,061,8 山本整形外科医院 〒811-4184 0940-33-8180山本　裕之 山本　裕之 平 7. 8. 1整外 リハ リウ診療所
     福岡県宗像市くりえいと２丁目２常　勤:    1 新規 現存
     番２号 (医       1) 平28. 8. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  647061,068,3 早田内科循環器科クリ〒811-4184 0940-35-0510早田　暢 早田　暢 平 9. 2. 1内   循   診療所
     ニック 福岡県宗像市くりえいと１－２－常　勤:    1 新規 現存
     １ (医       1) 平30. 2. 1
     非常勤:    1
     (医       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  648061,070,9 赤間センタークリニッ〒811-4185 0940-32-2508矢野　万里子 矢野　万里子 平10. 9. 4内   循   診療所
     ク 福岡県宗像市赤間駅前一丁目４番常　勤:    1 交代 現存
     ７号 (医       1) 平28. 9. 4
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  649061,071,7 中村会　石橋整形外科〒811-4183 0940-32-1780石橋　和順 石橋　和順 平11. 1. 1整外 リハ 診療所
     クリニック 福岡県宗像市土穴三丁目２番３９常　勤:    1 新規 現存
     号 (医       1) 平23. 1. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  650061,072,5 さくら医院 〒811-4173 0940-32-7273堺　智子 堺　智子 平11. 8. 1内   神内 整外診療所
     福岡県宗像市栄町１１－３ 常　勤:    1 新規 現存
     (医       1) 平29. 8. 1
     非常勤:    1
     (医       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  651061,073,3 河村医院 〒811-4161 0940-32-1649河村　憲一 河村　憲一 平11. 9. 1整外 リハ 内  診療所
     福岡県宗像市朝町字三反田２１１常　勤:    1 新規 現存
     ８－１ (医       1) 平29. 9. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  652061,077,4 安部ひ尿器皮ふクリニ〒811-4184 0940-38-8800安部　純史 安部　純史 平13. 7. 1ひ   皮   診療所
     ック 福岡県宗像市くりえいと１丁目５常　勤:    1 新規 現存
     番７号 (医       1) 平25. 7. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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  653061,089,9 はやし皮ふ科クリニッ〒811-3431 0940-38-3222林　みき 林　みき 平17.12. 1皮   診療所
     ク 福岡県宗像市田熊４丁目２－５　常　勤:    1 新規 現存
     Ｒビル２Ｆ (医       1) 平29.12. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  654061,100,4 ほんだ耳鼻咽喉科 〒811-3406 0940-39-7733本田　和良 本田　和良 平18. 7. 1耳い アレ 歯  診療所
     (063,061,2) 福岡県宗像市稲元１０３５－５ 常　勤:    1 新規 歯外 現存
     (医       1) 平24. 7. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  655061,102,0 いきまる内科クリニッ〒811-4163 0940-39-8282今村　昌平 今村　昌平 平18.10. 1内   心内 診療所
     ク 福岡県宗像市自由ケ丘９丁目１－常　勤:    1 新規 現存
     １ (医       1) 平24.10. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  656061,103,8 あさひ小児科クリニッ〒811-3414 0940-34-8555旭　隆宏 旭　隆宏 平18.10. 1小   診療所
     ク 福岡県宗像市光岡５番１号 常　勤:    2 新規 現存
     (医       2) 平24.10. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  657061,107,9 﨑村医院 〒811-3436 0940-32-4151﨑村　正弘 﨑村　正弘 平19. 5. 1内   胃   循  診療所
     福岡県宗像市東郷１１６８番地１常　勤:    1 交代 現存
     (医       1) 平25. 5. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  658061,114,5 秋山内科クリニック 〒811-3406 0940-39-7130医療法人　メディカル秋山　俊治 平22. 5. 1内   消   診療所
     宗像市稲元３丁目１番５号 常　勤:    2オンデマンドーＭＯＤ 組織変更 現存
     (医       2)　理事長　秋山　俊治 平28. 5. 1
     非常勤:   10
     (医      10)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  659061,116,0 さとう耳鼻咽喉科クリ〒811-3430 0940-72-4187佐藤　公治 佐藤　公治 平22. 9. 1耳い 診療所
     ニック 福岡県宗像市平井１－１－３７ 常　勤:    1 新規 現存
     (医       1) 平28. 9. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  660061,118,6 宮原小児科医院 〒811-4174 0940-33-5120宮原　道生 宮原　道生 平23. 4. 1小   診療所
     福岡県宗像市自由ケ丘西町２－５常　勤:    1 交代 現存
     (医       1) 平29. 4. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  661061,119,4 あかま心療クリニック〒811-4185 0940-33-0033医療法人光風会　理事長谷川　倫子 平24. 2. 1精   心内 診療所
     福岡県宗像市赤間駅前１丁目４番常　勤:    1長　長谷川　伸一 新規 現存
     １号トリアビル３階 (医       1) 平30. 2. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  662061,123,6 医療法人　コールメデ〒811-3516 0940-62-8355医療法人コールメディ岩野　歩 平26. 4. 1内   麻   診療所
     ィカルクリニック福岡福岡県宗像市公園通り１丁目９－常　勤:    3カルクリニック福岡　 組織変更 現存
     ３ (医       3)理事長　岩野　歩 平26. 4. 1
     非常勤:    3
     (医       3)
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  663061,124,4 くりた耳鼻咽喉科 〒811-4184 0940-39-3939医療法人　Ｌｉｖｅ　栗田　知幸 平26. 4. 1耳い 診療所
     福岡県宗像市くりえいと二丁目３常　勤:    1ｌｏｎｇ　理事長　栗 組織変更 現存
     －１７ (医       1)田　知幸 平26. 4. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  664061,126,9 葉山クリニック 〒811-4171 0940-39-3050撫中　正博 撫中　正博 平26.10. 1内   脳外 整外診療所
     福岡県宗像市葉山２丁目３１－４常　勤:    1 新規 外   現存
     (医       1) 平26.10. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  665061,127,7 宗像ゆめ眼科 〒811-4175 0940-38-0012山根　勲 山根　勲 平26.11. 1眼   診療所
     福岡県宗像市田久２－１－１ゆめ常　勤:    1 新規 現存
     タウン宗像店１Ｆ (医       1) 平26.11. 1
     非常勤:    1
     (医       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  666061,128,5 やすだ内科クリニック〒811-3515 0940-62-3231安田　大助 安田　大助 平27. 5. 1内   消   循  診療所
     福岡県宗像市池田３１１６－６ 常　勤:    1 交代 現存
     (医       1) 平27. 5. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  667061,129,3 地島診療所 〒811-3511 0940-62-1125一般社団法人　宗像医関屋　洋紀 平27.11. 1内   診療所
     福岡県宗像市地島１３６－１３ 常　勤:    1師会　代表理事　上田 新規 現存
     (医       1)　寛 平27.11. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  668061,130,1 ひさだ脳神経外科 〒811-4185 0940-62-5233久田　圭 久田　圭 平28. 4. 1脳外 診療所
     福岡県宗像市赤間駅前１－５－１常　勤:    1 新規 現存
     ２　アークハイツ１階 (医       1) 平28. 4. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  669061,131,9 よつば内科クリニック〒811-4184 0940-39-2020医療法人　正洋　理事関屋　洋紀 平28. 5. 1内   循   消  診療所
     福岡県宗像市くりえいと三丁目４常　勤:    1長　関屋　正彦 新規 現存
     番地１５ (医       1) 平28. 5. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  670061,132,7 宗像久能病院 〒811-4143 0940-32-0315久能　治子 久能　治子 平28. 7.19療養 病院
     宗像市三郎丸５丁目１－１５ 常　勤:    2 交代     療養    48現存
     (医       2) 平28. 7.19内   整外 リハ
     非常勤:    4 放   胃   
     (医       4)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  671061,133,5 なかのクリニック 〒811-4185 0940-38-2525仲野　秀 仲野　秀 平29.11. 1内   消   外  診療所
     宗像市赤間駅前１丁目４－１トリ常　勤:    1 新規 現存
     アビル５階 (医       1) 平29.11. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  672061,134,3 いずみ内科クリニック〒811-3430 0940-72-4555医療法人いずみ内科ク梶原　泉 平30. 1. 1内   診療所
     宗像市平井一丁目１番３８号 常　勤:    1リニック　理事長　梶 組織変更 現存
     (医       1)原　泉 平30. 1. 1
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  673061,901,5 医療法人　光風会　宗〒811-3414 0940-36-2734医療法人　光風会　理長谷川　浩二 昭55. 3. 1精神       237病院
     (063,901,9) 像病院 福岡県宗像市光岡１３０ 常　勤:   12事長　長谷川　伸一 内   精   神  現存
     (医      11) 平28. 3. 1胃   歯   
     (歯       1)
     非常勤:   10
     (医       9)
     (歯       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  674061,902,3 医療法人　十全会　回〒811-4161 0940-33-3554医療法人十全会　理事二宮　英彰 昭51. 6. 1精神       231病院
     (063,902,7) 生病院 福岡県宗像市朝町２００の１ 常　勤:    4長　石橋　正彦 内   精   神  現存
     (医       3) 平30. 6. 1歯   
     (薬       1)
     非常勤:   16
     (医      13)
     (歯       2)
     (薬       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  675061,907,2 宗像医師会病院 〒811-3431 0940-37-1188一般社団法人　宗像医伊東　裕幸 昭61.10. 1一般       164病院
     福岡県宗像市田熊五丁目５番３号常　勤:   21師会　会長　上田　寛 内   呼内 消  現存
     (医      19) 平28.10. 1循   リウ 小  
     (薬       2) 外   整外 放  
     非常勤:   34 リハ 
     (医      34)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  676061,908,0 摩利支病院 〒811-3436 0940-36-4150医療法人社団原道会　田中　 樹 昭62. 9. 1一般        43病院
     福岡県宗像市東郷６丁目２番１０常　勤:    3理事長　田中　廣樹 療養        27現存
     号 (医       3) 平29. 9. 1内   消   循  
     非常勤:   22 呼   心内 リハ
     (医      22)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  677061,909,8 医療法人山口皮フ泌尿〒811-3436 0940-36-7795医療法人山口皮フ泌尿山口　隆正 平元. 5. 1ひ   皮   診療所
     器科医院 福岡県宗像市東郷三丁目１番１３常　勤:    1器科医院　理事長　山 現存
     号 (医       1)口　隆正 平29.12. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  678061,910,6 医療法人　鴨川内科循〒811-4145 0940-32-2426医療法人　鴨川内科循鴨川　隆彦 平 2. 8. 1内   呼   消  診療所
     環器科医院 福岡県宗像市陵厳寺１丁目１２番常　勤:    2環器科医院　理事長　 循   小   現存
     ８号 (医       2)鴨川　隆彦 平29. 8. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  679061,912,2 医療法人　林外科医院〒811-4175 0940-33-5577医療法人　林外科医院林　裕章 平 3. 1. 1一般        19診療所
     福岡県宗像市田久四丁目１５番１常　勤:    3　理事長　林　裕章 外   整外 消  現存
     ２号 (医       3) 平30. 1. 1麻   リハ 内  
     放   
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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  680061,915,5 医療法人　庄正会　蜂〒811-3423 0940-36-3672医療法人庄正会　理事寺戸　一成 平 4. 5. 1一般        96病院
     須賀病院 福岡県宗像市野坂２６５０ 常　勤:    9長　寺戸　一成 脳外 整外 神内現存
     (医       6) 平28. 5. 1内   麻   リハ
     (薬       3) 消   
     非常勤:   17
     (医      15)
     (薬       2)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  681061,917,1 医療法人　本村内科医〒811-4163 0940-33-0080医療法人　本村内科医本村　主生 平 7. 5. 1内   胃   診療所
     院 福岡県宗像市自由ヶ丘３－３－８常　勤:    1院　理事長　本村　主 組織変更 現存
     (医       1)生 平28. 5. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  682061,918,9 医療法人　さがら内科〒811-3431 0940-37-0025医療法人　さがら内科相良　洋治 平10.10. 1内   循   診療所
     循環器科医院 福岡県宗像市田熊四丁目３番２３常　勤:    1循環器科医院　理事長 移動 現存
     号 (医       1)　相良　洋治 平28.10. 1
     非常勤:    1
     (医       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  683061,919,7 医療法人　一木こども〒811-3436 0940-36-0880医療法人　一木こども一木　貞徳 平 9.12. 1小   精   診療所
     クリニック 福岡県宗像市東郷５丁目１４番３常　勤:    1クリニック　理事長　 組織変更 現存
     ７号 (医       1)一木　貞徳 平27.12. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  684061,920,5 医療法人　片山医院 〒811-3406 0940-32-3269医療法人片山医院　理片山　幸樹 平22. 5. 1小   皮   診療所
     福岡県宗像市稲元１０３５番地６常　勤:    3事長　片山　幸樹 移動 現存
     (医       3) 平28. 5. 1
     非常勤:    3
     (医       3)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  685061,921,3 医療法人　やまね眼科〒811-4175 0940-32-9511医療法人　やまね眼科佐川　卓司 平10. 5. 1眼   診療所
     医院 福岡県宗像市田久２－３－１ 常　勤:    2医院　理事長　佐川　 組織変更 現存
     (医       2)卓司 平28. 5. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  686061,922,1 医療法人　日の里クリ〒811-3425 0940-36-5511医療法人　日の里クリ谷口　晴美 平10. 5. 1一般 診療所
     ニック 福岡県宗像市日の里１丁目３０番常　勤:    1ニック　理事長　谷口 組織変更     一般    19療養病床
     地の１３ (医       1)　秀人 平28. 5. 1内   外   整外現存
     非常勤:    2 胃   循   リハ
     (医       2)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  687061,923,9 医療法人　あおやぎ耳〒811-4173 0940-33-7117医療法人あおやぎ耳鼻橋田　光一 平10.12. 1耳い アレ 診療所
     鼻科医院 福岡県宗像市栄町１番地７ 常　勤:    2科医院　理事長　橋田 組織変更 現存
     (医       2)　光一 平28.12. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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  688061,924,7 医療法人光洋会　赤間〒811-4147 0940-32-2206医療法人光洋会　理事城戸　優光 平11. 5. 1一般        42病院
     病院 福岡県宗像市石丸一丁目６番７号常　勤:    5長　三宅　陽 交代 療養        68現存
     (医       5) 平29. 5. 1内   循   消  
     非常勤:   27 呼   放   リハ
     (医      27) 心内 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  689061,925,4 医療法人　共立医院 〒811-3431 0940-36-4584医療法人　共立医院　城谷　吾郎 平13. 1. 1小   診療所
     福岡県宗像市田熊四丁目５番１号常　勤:    4理事長　城谷　克郎 組織変更 現存
     (医       4) 平25. 1. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  690061,926,2 医療法人あかま整形ク〒811-4173 0940-35-6440医療法人あかま整形ク松久保　耕作 平16. 5. 1整外 リハ リウ診療所
     リニック 福岡県宗像市栄町３番地５ 常　勤:    1リニック　理事長　松 移動 現存
     (医       1)久保　耕作 平28. 5. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  691061,927,0 医療法人高橋整形外科〒811-3425 0940-37-8013医療法人高橋整形外科髙橋　克伸 平15. 4. 1整外 リウ リハ診療所
     医院 福岡県宗像市日の里６丁目２番地常　勤:    1医院　理事長　髙橋　 組織変更 内   現存
     ２０ (医       1)克伸 平27. 4. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  692061,928,8 赤間腎クリニック 〒811-3405 0940-35-4100一般社団法人　宗像医島野　泉 平15. 7. 1内   診療所
     福岡県宗像市大字須恵１丁目３番常　勤:    1師会　会長　上田　寛 新規 現存
     １５号 (医       1) 平27. 7. 1
     非常勤:    6
     (医       6)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  693061,929,6 医療法人　内科・放射〒811-4184 0940-32-0055医療法人　内科・放射石野　洋一 平16.12. 1内   放   診療所
     線科石野クリニック 福岡県宗像市くりえいと２丁目３常　勤:    1線科石野クリニック　 組織変更 現存
     番４０号 (医       1)理事長　石野　洋一 平28.12. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  694061,930,4 医療法人　田上医院 〒811-4164 0940-32-1110医療法人　田上医院　宮崎　祥子 平17. 1. 1一般    診療所
     福岡県宗像市徳重１丁目１０番２常　勤:    2理事長　田上　三雄 組織変更 内   呼   胃  現存
     ０号 (医       2) 平29. 1. 1循   小   
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  695061,931,2 医療法人慈心会あさの〒811-4184 0940-35-4103医療法人慈心会　理事石川　哲 平17. 1. 1一般 診療所
     葉レディースクリニッ福岡県宗像市くりえいと二丁目３常　勤:    2長　石川　哲 組織変更     一般    13現存
     ク 番４５号 (医       2) 平29. 1. 1産婦 
     非常勤:    6
     (医       6)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  696061,932,0 宗像市国民健康保険大〒811-3701 0940-72-2004宗像市長　谷井　博美 　隆宏 平17. 3.28内   外   小  診療所
     島診療所 福岡県宗像市大島１６２８番地の常　勤:    2 交代 現存
     １３，１８０９番地の３４ (医       2) 平29. 3.28
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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  697061,933,8 東郷外科医院 〒811-3431 0940-36-4146医療法人　隆三会　理井上　隆 平17. 5. 1一般        19診療所
     福岡県宗像市田熊４丁目２番６号常　勤:    1事長　井上　隆 組織変更 外   胃   整外現存
     (医       1) 平29. 5. 1呼   こう リハ
     非常勤:    2
     (医       2)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  698061,934,6 医療法人　ふじい眼科〒811-4184 0940-35-5377医療法人　ふじい眼科藤井　俊之 平18. 1. 1一般 診療所
     クリニック 福岡県宗像市くりえいと２丁目３常　勤:    1クリニック　理事長　 組織変更     一般     1現存
     －４４ (医       1)藤井　俊之 平30. 1. 1眼   
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  699061,935,3 医療法人　島村内科消〒811-3425 0940-34-8811医療法人　島村内科消島村　隆二 平18. 4. 1内   消   呼  診療所
     化器科クリニック 福岡県宗像市日の里２丁目６番７常　勤:    1化器科クリニック　理 組織変更 循   放   現存
     (医       1)事長　島村　隆二 平30. 4. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  700061,936,1 医療法人　ひぐちこど〒811-4184 0940-35-7600医療法人　ひぐちこど樋口　貴文 平18. 5. 1小   アレ 診療所
     もクリニック 福岡県宗像市くりえいと二丁目３常　勤:    1もクリニック　理事長 組織変更 現存
     番４８号 (医       1)　樋口　貴文 平30. 5. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  701061,937,9 医療法人　宗像セント〒811-3416 0940-35-7800医療法人　宗像セント川浪　大郎 平19. 1. 1一般        14診療所
     ラルクリニック 福岡県宗像市宮田二丁目１１－１常　勤:    1ラルクリニック　理事 組織変更 産   婦   現存
     ０ (医       1)長　川浪　大郎 平25. 1. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  702061,938,7 医療法人　自由ヶ丘ク〒811-4163 0940-32-2097医療法人　自由ヶ丘ク桑野　恭行 平19. 5. 1内   胃   循  診療所
     リニック 福岡県宗像市自由ヶ丘２－７－１常　勤:    1リニック　理事長　桑 組織変更 現存
     (医       1)野　恭行 平25. 5. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  703061,939,5 上野循環器科・内科医〒811-3405 0940-33-3080医療法人　聖一会　理上野　一弘 平19. 7. 1循   内   診療所
     院 福岡県宗像市須恵１丁目１６番１常　勤:    1事長　上野　一弘 組織変更 現存
     ９号 (医       1) 平25. 7. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  704061,940,3 玄海ヘリクリニック 〒811-3502 0940-62-3011社会医療法人財団池友冨岡　譲二 平20.10. 1内   外   診療所
     福岡県宗像市江口４６５ 常　勤:    1会　理事長　鶴﨑　直 新規 現存
     (医       1)邦 平20.10. 1
     非常勤:    1
     (医       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  705061,941,1 医療法人　惺光会　城〒811-3406 0940-36-9112医療法人　惺光会　理廣瀬　直文 平21.11. 1眼   診療所
     西ヶ丘眼科 福岡県宗像市稲元３丁目１番１号常　勤:    1事長　廣瀬　直文 新規 現存
     (医       1) 平27.11. 1
     非常勤:    3
     (医       3)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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  706062,004,7 船津医院 〒811-4146 0940-32-3045船津　彦次郎 船津　彦次郎 昭32.11. 1内   外   婦  診療所
     福岡県宗像市赤間４丁目１番１６常　勤:    2 放   心内 精  現存
     号 (医       2) 平29.11. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  707062,008,8 米倉医院 〒811-3424 0940-36-2056米倉　昭史 米倉　昭史 昭39. 8. 1一般    診療所
     福岡県宗像市原町１５１番地の１常　勤:    1 内   小   皮  現存
     (医       1) 平24. 8. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  708062,052,6 桑野内科胃腸科医院 〒811-4185 0940-32-3301桑野　和夫 桑野　和夫 昭63. 8. 1内   胃   皮  診療所
     福岡県宗像市赤間駅前二丁目３－常　勤:    3 眼   現存
     １６ (医       3) 平24. 8. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  709062,906,3 宗像地区急患センター〒811-3431 0940-36-1199宗像地区事務組合　組上田　寛 平10.10.15一般         3診療所
     福岡県宗像市田熊五丁目５番５号常　勤:    1合長　原﨑　智仁 移動 内   小   現存
     (医       1) 平28.10.15
     非常勤:   55
     (医      55)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  710062,913,9 医療法人　恵和中央ク〒811-3425 0940-36-1001医療法人　恵和中央ク塩谷　邦彦 平 3.12. 1一般         3診療所
     リニック 福岡県宗像市日の里８丁目３－２常　勤:    2リニック　理事長　塩 療養         9現存
     (医       2)谷　邦彦 平27.12. 1内   呼   消  
     循   リハ 放  
     眼   
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  711071,009,5 ちどり医院 〒811-3112 092-943-0224教正院　敬子 教正院　敬子 平 3.11. 1内   小   診療所
     福岡県古賀市花見東６丁目９－６常　勤:    1 現存
     (医       1) 平24.11. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  712071,010,3 武市クリニック 〒811-3114 092-943-1155武市　尚久 武市　尚久 平 4. 1. 1内   胃   小  診療所
     福岡県古賀市舞の里３丁目８－１常　勤:    1 アレ 現存
     ４ (医       1) 平28. 1. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  713071,011,1 八島皮膚科クリニック〒811-3101 092-944-6380八島　豊 八島　豊 平 5. 4. 1皮   診療所
     福岡県古賀市天神２－１－２ 常　勤:    1 現存
     (医       1) 平29. 4. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  714071,013,7 いけだ内科クリニック〒811-3114 092-944-3225池田　幹久 池田　幹久 平 9.11. 1内   消   リハ診療所
     福岡県古賀市舞の里３丁目１７－常　勤:    1 新規 現存
     １０ (医       1) 平24.11. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  715071,014,5 すなお医院 〒811-3114 092-941-4210守口　直 守口　直 平10. 2. 1外   整外 形外診療所
     福岡県古賀市舞の里３丁目１７番常　勤:    1 新規 リウ 現存
     ８号 (医       1) 平28. 2. 1
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  716071,018,6 はなみ眼科医院 〒811-3112 092-944-2461原　優二 原　優二 平11.11.26眼   診療所
     福岡県古賀市花見東１－３－１ 常　勤:    1 交代 現存
     (医       1) 平29.11.26
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  717071,019,4 えんどう眼科医院 〒811-3114 092-943-0440遠藤　泰宏 遠藤　泰宏 平14. 6. 1眼   診療所
     福岡県古賀市舞の里３丁目１７－常　勤:    1 新規 現存
     ２ (医       1) 平26. 6. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  718071,020,2 福岡内科・循環器科ク〒811-3106 092-942-3700福岡　義輔 福岡　義輔 平16. 9. 1内   循   診療所
     リニック 福岡県古賀市日吉３丁目１８－１常　勤:    1 新規 現存
     ５ (医       1) 平28. 9. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  719071,023,6 あさの内科クリニック〒811-3113 092-940-1700淺野　有 淺野　有 平20.10. 1内   診療所
     福岡県古賀市千鳥２丁目２１番４常　勤:    1 新規 現存
     号 (医       1) 平26.10. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  720071,024,4 中島医院 〒811-3101 092-942-2402中島　浩昭 中島　浩昭 平21. 6.17一般    診療所
     福岡県古賀市天神１－１２－２１常　勤:    1 交代 内   小   放  現存
     (医       1) 平27. 6.17
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  721071,025,1 こがファミリー内科 〒811-3123 092-946-3131古賀　英幸 古賀　英幸 平26. 2. 1内   循   呼  診療所
     福岡県古賀市米多比１５１５番１常　勤:    1 新規 現存
     号 (医       1) 平26. 2. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  722071,027,7 こでまり小児科クリニ〒811-3117 092-410-5655医療法人こでまり小児堤　康 平29. 1. 1小   アレ 診療所
     ック 古賀市今の庄二丁目２番１２号 常　勤:    2科クリニック　理事長 組織変更 現存
     (医       2)　堤　康 平29. 1. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  723071,028,5 みやざき整形外科 〒811-3112 092-410-1192宮﨑　幸政 宮﨑　幸政 平30. 5. 1整外 リウ リハ診療所
     古賀市花見東５丁目１－３２ 常　勤:    1 新規 現存
     (医       1) 平30. 5. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  724071,029,3 かわくぼ脳神経外科 〒811-3112 092-940-4970川久保　潤一 川久保　潤一 平30. 5. 1脳外 診療所
     古賀市花見東５丁目１－３３ 常　勤:    1 新規 現存
     (医       1) 平30. 5. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  725071,910,4 医療法人社団　愛和会〒811-3101 092-944-1551医療法人社団愛和会　平本　陽一朗 昭59.12. 1一般        60病院
     　古賀中央病院 福岡県古賀市天神１－１３－３０常　勤:    6理事長　吉武　宣明 内   外   整外現存
     (医       6) 平29.12. 1婦   麻   こう
     非常勤:   13 消   リハ 
     (医      13)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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  726071,911,2 北九州古賀病院 〒811-3113 092-942-4131社会医療法人　北九州中村　純 昭61. 1. 1一般 病院
     福岡県古賀市千鳥２丁目１２－１常　勤:   18病院　理事長　佐多　     一般   120現存
     (医      18)竹良 平28. 1. 1療養
     非常勤:   11     療養   201
     (医      11) その他
         介護   180
     精神
         精神    93
     内   精   呼内
     リハ 神内 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  727071,912,0 林眼科古賀診療所 〒811-3104 092-944-2050医療法人社団研英会　麻生　宏樹 平30. 5. 1眼   診療所
     古賀市花鶴丘１丁目６番２号 常　勤:    1理事長　林　研 移動 現存
     (医       1) 平30. 5. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  728071,913,8 医療法人社団　大岩外〒811-3112 092-942-6231医療法人社団　大岩外大岩　俊夫 昭62.10. 1一般        17診療所
     科医院 福岡県古賀市花見東２丁目１－５常　勤:    2科医院　理事長　大岩 胃   外   麻  現存
     (医       2)　俊夫 平29.10. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  729071,914,6 産科・婦人科愛和病院〒811-3101 092-943-3288医療法人社団愛和会　小山　祐之介 平元. 9. 1一般        30病院
     福岡県古賀市天神５－９－１ 常　勤:    3理事長　吉武　宣明 産   婦   現存
     (医       3) 平28. 9. 1
     非常勤:   13
     (医      13)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  730071,916,1 医療法人日高耳鼻咽喉〒811-3101 092-942-3281医療法人　日高耳鼻咽日高　道雄 平 2. 8. 1耳   診療所
     科医院 福岡県古賀市天神５－３－２ 常　勤:    1喉科医院　理事長　日 現存
     (医       1)高　道雄 平29. 8. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  731071,917,9 医療法人北﨑医院 〒811-3103 092-942-3205医療法人　北﨑医院　北崎　英伸 平 2. 8. 1胃   内   小  診療所
     福岡県古賀市中央２丁目２－１ 常　勤:    1理事長　北﨑　英伸 アレ 現存
     (医       1) 平29. 8. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  732071,918,7 医療法人亀山整形外科〒811-3101 092-944-2112医療法人　亀山整形外亀山　博生 平 2. 9. 1一般        19診療所
     医院 福岡県古賀市天神１丁目２５番６常　勤:    2科医院　理事長　亀山 整外 リハ リウ現存
     号 (医       2)　博生 平29. 9. 1
     非常勤:    4
     (医       4)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  733071,919,5 医療法人　福満会　ト〒811-3101 092-943-3335医療法人　福満会　理小野　高志 平 2.12. 1内   診療所
     ーマ・クリニック 福岡県古賀市天神５－５－１２ 常　勤:    1事長　福満　東馬 現存
     (医       1) 平29.12. 1
     非常勤:    1
     (医       1)
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  734071,922,9 医療法人古賀クリニッ〒811-3104 092-944-1555医療法人　古賀クリニ古賀　禧子 平 3. 9. 1内   呼   胃  診療所
     ク 福岡県古賀市花鶴丘２丁目１ 常　勤:    1ック　理事長　古賀　 循   小   外  現存
     (医       1)禧子 平24. 9. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  735071,923,7 医療法人　中山内科胃〒811-3101 092-943-8831医療法人　中山内科胃中山　影親 平 5. 6. 1一般         9診療所
     腸科医院 福岡県古賀市天神３－７－２７ 常　勤:    2腸科医院　理事長　中 療養         5現存
     (医       2)山　影親 平29. 6. 1内   胃   循  
     呼   
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  736071,924,5 医療法人　ゆりの会　〒811-3113 092-944-2626医療法人　ゆりの会　大久保　英雄 平 7.12. 1内   循   消  診療所
     舞の里内科クリニック福岡県古賀市千鳥６－１１－２４常　勤:    2理事長　大久保　英雄 リウ 呼   整外現存
     (医       2) 平28.12. 1
     非常勤:    6
     (医       6)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  737071,926,0 医療法人　西牟田整形〒811-3101 092-942-6161医療法人　西牟田整形西牟田　浩詩 平 9. 4. 1整外 リハ 診療所
     外科医院 福岡県古賀市天神３丁目６番６号常　勤:    2外科医院　理事長　西 現存
     (医       2)牟田　浩詩 平30. 4. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  738071,929,4 福岡県障がい者リハビ〒811-3113 092-944-1041社会福祉法人福岡県厚永吉　美砂子 昭59. 2. 1内   整外 診療所
     リテーションセンター福岡県古賀市千鳥３丁目１－１ 常　勤:    1生事業団　理事長　長 現存
     (医       1)谷川　英祐 平29. 2. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  739071,931,0 粕屋北部消防組合　休〒811-3116 092-942-1511粕屋北部消防組合　組原　速 平 9.10. 1内   小   診療所
     日診療所 福岡県古賀市大字庄２０５番地 常　勤:    2合長　長﨑　武利 新規 現存
     (医       2) 平24.10. 1
     非常勤:  123
     (医      71)
     (薬      52)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  740071,932,8 医療法人　植田脳神経〒811-3115 092-943-2220医療法人　植田脳神経植田　清隆 平10. 5. 1一般        19診療所
     外科医院 福岡県古賀市久保１０９５番地１常　勤:    1外科医院　理事長　植 組織変更 脳外 現存
     (医       1)田　清隆 平28. 5. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  741071,933,6 福岡聖恵病院 〒811-3105 092-942-6181医療法人　聖恵会　理安松　聖高 平13. 1. 1一般        60病院
     (073,802,7) 福岡県古賀市鹿部４８２番地 常　勤:   15事長　安松　聖高 組織変更 療養        38現存
     (医      15) 平25. 1. 1精神       190
     非常勤:   22 内   精   心内
     (医      21) 神内 リハ 歯  
     (歯       1) 他   
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------



 医 療 機 関 番 号  医 療 機 関 名 称 医療機関所在地 開設者氏名 備  考管理者氏名項 番
指定年月日
登録理由
指定期間始

病床数
／

診療科名

電話番号
／

勤務医数

                 コード内容別医療機関一覧表

［平成30年 6月 1日現在　医科　　　現存／休止］ 平成30年 6月 1日作成    86 頁

  742071,934,4 医療法人　やの循環器〒811-3117 092-944-2380医療法人　やの循環器矢野　和俊 平13. 1. 1循   内   診療所
     科内科クリニック 福岡県古賀市今の庄２丁目４番１常　勤:    1科内科クリニック　理 組織変更 現存
     ４号 (医       1)事長　矢野　和俊 平25. 1. 1
     非常勤:    1
     (医       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  743071,935,1 医療法人　おおつか小〒811-3114 092-941-1700医療法人　おおつか小大塚　純一 平18. 1. 1小   アレ 診療所
     児科アレルギー科クリ福岡県古賀市舞の里３丁目１５－常　勤:    1児科アレルギー科クリ 組織変更 現存
     ニック １７ (医       1)ニック　理事長　大塚 平30. 1. 1
     　純一
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  744071,936,9 医療法人　堤医院 〒811-3134 092-944-2230医療法人　堤医院　理堤　啓 平18. 7. 1内   皮   診療所
     福岡県古賀市青柳８２１－１ 常　勤:    1事長　堤　啓 組織変更 現存
     (医       1) 平24. 7. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  745071,937,7 医療法人　かい外科・〒811-3102 092-940-1620医療法人　かい外科・甲斐　信 平19. 5. 1胃   消   外  診療所
     胃腸科クリニック 福岡県古賀市駅東２丁目１４番７常　勤:    1胃腸科クリニック　理 組織変更 こう リハ 現存
     号 (医       1)事長　甲斐　信博 平25. 5. 1
     非常勤:    1
     (医       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  746071,938,5 医療法人　みやざわ耳〒811-3114 092-944-0055医療法人　みやざわ耳宮澤　裕 平19. 6. 1耳い 診療所
     鼻咽喉科医院 福岡県古賀市舞の里三丁目１７番常　勤:    1鼻咽喉科医院　理事長 組織変更 現存
     １号 (医       1)　宮澤　裕 平25. 6. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  747071,939,3 医療法人Ｙ＆Ｋ　かい〒811-3117 092-943-2411医療法人　Ｙ＆Ｋ　理甲斐　之尋 平19. 6. 1一般        19診療所
     整形外科医院 福岡県古賀市今の庄１丁目１０－常　勤:    1事長　甲斐　之尋 組織変更 整外 リハ 現存
     ２８ (医       1) 平25. 6. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  748071,940,1 医療法人豊資会　加野〒811-3111 092-944-1212医療法人　豊資会　理加野　資典 平25. 1. 1ひ   内   診療所
     クリニック 福岡県古賀市花見南１－２－１５常　勤:    1事長　加野　資典 移動 現存
     (医       1) 平25. 1. 1
     非常勤:   11
     (医      11)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  749101,001,6 医療法人　井上内科医〒810-0001 092-741-5658医療法人井上内科医院井上　仁人 平 7. 1. 1内   胃   循  診療所
     院 福岡県福岡市中央区天神１－２－常　勤:    3　理事長　井上　仁人 移動 現存
     ３０ (医       3) 平28. 1. 1
     非常勤:    1
     (医       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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  750101,002,4 医療法人　輝松会　松〒819-0051 092-891-5071医療法人　輝松会　理陣内　義文 平 2. 1. 1療養 病院
     尾内科病院 福岡県福岡市西区下山門団地４０常　勤:    5事長　松尾　尚     療養    86現存
     －５ (医       5) 平29. 1. 1療養
     非常勤:   18     介護    21
     (医      18) 内   リハ 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  751101,005,7 信和耳鼻咽喉科医院 〒819-0054 092-891-4187祖川　万全 祖川　万全 平 2. 2. 1耳い アレ 診療所
     福岡県福岡市西区上山門１丁目７常　勤:    1 現存
     －１－１Ａ (医       1) 平29. 2. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  752101,011,5 医療法人　藤見胃腸科〒810-0054 092-741-3508医療法人　藤見胃腸科藤見　是 平 2. 3. 1内   胃   診療所
     内科医院 福岡県福岡市中央区今川２丁目１常　勤:    1内科医院　理事長　藤 現存
     －１５ (医       1)見　是 平29. 3. 1
     非常勤:    1
     (医       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  753101,013,1 医療法人　入江内科医〒810-0041 092-771-2223医療法人入江内科医院入江　信行 平 2. 3. 1内   呼   胃  診療所
     院 福岡県福岡市中央区大名２丁目４常　勤:    2　理事長　入江　東吾 循   神内 現存
     －２２新日本ビル２Ｆ (医       2) 平29. 3. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  754101,014,9 医療法人　堀之内胃腸〒814-0155 092-861-5111医療法人　堀之内胃腸堀之内　幸士 平 2. 3. 1内   胃   診療所
     科内科医院 福岡県福岡市城南区東油山２丁目常　勤:    3科内科医院　理事長　 現存
     ３－７ (医       3)堀之内　幸士 平29. 3. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  755101,015,6 医療法人　金谷内科ク〒814-0101 092-841-4023医療法人　金谷内科ク金谷　英樹 平10. 2.12内   循   呼  診療所
     リニック 福岡県福岡市城南区荒江１丁目２常　勤:    1リニック　理事長　金 移動 胃   現存
     ５番１０号 (医       1)谷　英樹 平28. 2.12
     非常勤:    1
     (医       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  756101,018,0 さかき内科・胃腸科ク〒814-0112 092-862-7622榊　範裕 榊　範裕 平11. 4.30内   胃   診療所
     リニック 福岡県福岡市城南区神松寺１丁目常　勤:    1 移動 現存
     ２－３０ (医       1) 平29. 4.30
     非常勤:    1
     (医       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  757101,023,0 まさき皮フ科クリニッ〒810-0067 092-722-1662真崎　治行 真崎　治行 平 2. 5. 1皮   診療所
     ク 福岡県福岡市中央区伊崎１０－３常　勤:    1 現存
     ９ (医       1) 平29. 5. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  758101,025,5 河野皮ふ科医院 〒819-0054 092-881-1112河野　剣治 河野　剣治 平 2. 5. 1皮   アレ 診療所
     福岡県福岡市西区上山門１丁目１常　勤:    1 現存
     －２０ (医       1) 平29. 5. 1
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  759101,026,3 岡田こどもクリニック〒814-0013 092-821-0169医療法人　岡田小児科岡田　象二郎 平21.12.11小   診療所
     福岡県福岡市早良区藤崎二丁目１常　勤:    2医院　理事長　岡田　 移動 現存
     １番３５号 (医       2)象二郎 平27.12.11
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  760101,028,9 医療法人　木下小児科〒819-0167 092-806-0111医療法人　木下小児科木下　正教 平 2. 5. 1一般    診療所
     医院 福岡県福岡市西区今宿３丁目４０常　勤:    1医院　理事長　木下　 小   現存
     －２８ (医       1)正教 平29. 5. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  761101,032,1 古森整形外科外科医院〒810-0074 092-741-4496古森　元章 古森　元章 平 2. 7. 1一般    診療所
     福岡県福岡市中央区大手門２－７常　勤:    1 外   整外 リハ現存
     －１５ (医       1) 平29. 7. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  762101,038,8 医療法人　清水皮膚科〒810-0004 092-761-2008医療法人清水皮膚科医清水　昭彦 平20. 6.30皮   診療所
     医院 福岡県福岡市中央区渡辺通二丁目常　勤:    1院　理事長　清水　昭 移動 現存
     １－８２電気ビル北館２Ｆ (医       1)彦 平26. 6.30
     非常勤:    1
     (医       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  763101,039,6 医療法人　猿田皮膚科〒819-0042 092-811-0437医療法人　猿田皮膚科猿田　泰夫 平 2. 8. 1皮   診療所
     医院 福岡県福岡市西区壱岐団地１３６常　勤:    1医院　理事長　猿田　 現存
     －９ (医       1)泰夫 平29. 8. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  764101,040,4 佐田整形外科病院 〒814-0121 092-864-6556医療法人社団　正樹会佐田　正二郎 平 2. 8. 1一般        50病院
     福岡県福岡市城南区神松寺２丁目常　勤:    2　理事長　佐田　正二 整外 形外 内  現存
     １９－２ (医       2)郎 平29. 8. 1
     非常勤:   23
     (医      23)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  765101,041,2 医療法人　高宮外科内〒814-0153 092-861-0001医療法人　高宮外科内松本　朗 平 2. 8. 1外   内   脳外診療所
     科医院 福岡県福岡市城南区樋井川６丁目常　勤:    2科医院　理事長　高宮 循   消   リハ現存
     １５－１ (医       2)　義臣 平29. 8. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  766101,042,0 医療法人　牟田口整形〒811-1103 092-812-0088医療法人　牟田口整形牟田口　啓介 平 2. 8. 1一般        19診療所
     外科医院 福岡県福岡市早良区四箇１丁目６常　勤:    2外科医院　理事長　牟 整外 リウ リハ現存
     －１ (医       2)田口　啓介 平29. 8. 1内   
     非常勤:    2
     (医       2)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  767101,044,6 医療法人　平田耳鼻咽〒814-0101 092-851-9764医療法人　平田耳鼻咽平田　昭二 平 2. 9. 1耳い 診療所
     喉科医院 福岡県福岡市城南区荒江１丁目２常　勤:    2喉科医院　理事長　平 現存
     ８－２０ (医       2)田　昭二 平29. 9. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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  768101,045,3 医療法人　新堂産婦人〒819-0031 092-811-6931医療法人　新堂産婦人新堂　昌文 平 2. 9. 1一般        10診療所
     科医院 福岡県福岡市西区橋本２丁目１８常　勤:    2科医院　理事長　新堂 産婦 現存
     －１ (医       2)　昌文 平29. 9. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  769101,049,5 医療法人　南川整形外〒819-0002 092-891-1234医療法人　南川整形外櫻木　孝二 平 2.10. 1一般        60病院
     科病院 福岡県福岡市西区姪の浜４丁目１常　勤:    8科病院　理事長　南川 療養        57現存
     ４－１７ (医       8)　博道 平29.10. 1整外 内   リハ
     非常勤:   30 リウ 形外 麻  
     (医      30)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  770101,053,7 医療法人　脳神経外科〒814-0014 092-844-1211医療法人　脳神経外科高木　忠博 平 2.12. 1一般        19診療所
     クリニック高木 福岡県福岡市早良区弥生１丁目４常　勤:    3クリニック高木　理事 脳外 現存
     －８ (医       2)長　高木　忠博 平29.12. 1
     (薬       1)
     非常勤:    2
     (医       2)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  771101,058,6 中間眼科クリニック 〒810-0041 092-734-3777中間　赫子 中間　赫子 平 3. 2. 1眼   診療所
     福岡県福岡市中央区大名２丁目９常　勤:    1 現存
     －１８ (医       1) 平30. 2. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  772101,063,6 皮膚科形成外科和田ク〒810-0062 092-732-8778和田　秀敏 和田　秀敏 平25. 8.26皮   形外 診療所
     リニック 福岡県福岡市中央区荒戸１丁目６常　勤:    1 移動 現存
     の７ (医       1) 平25. 8.26
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  773101,064,4 島松循環器内科クリニ〒810-0044 092-714-2220島松　昌由 島松　昌由 平 3. 4. 1内   循   診療所
     ック 福岡県福岡市中央区六本松２丁目常　勤:    1 現存
     ８－２エムエスビル１Ｆ (医       1) 平30. 4. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  774101,067,7 医療法人　くれ整形外〒810-0033 092-521-2277医療法人　くれ整形外呉　哲也 平 3. 4. 1整外 診療所
     科医院 福岡県福岡市中央区小笹１丁目１常　勤:    1科医院　理事長　呉　 現存
     －５ (医       1)哲也 平30. 4. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  775101,072,7 谷皮膚科医院 〒814-0002 092-821-1686谷　淳二郎 谷　淳二郎 平 3. 8. 1皮   診療所
     福岡県福岡市早良区西新３丁目２常　勤:    1 現存
     －３ (医       1) 平24. 8. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  776101,073,5 医療法人　佐田厚生会〒810-0004 092-781-6381医療法人　佐田厚生会住吉　金次郎 平 3. 8. 1一般       180病院
     　佐田病院 福岡県福岡市中央区渡辺通２丁目常　勤:   26　佐田病院　理事長　 外   内   整外現存
     ４－２８ (医      26)佐田　正之 平24. 8. 1消   循   呼内
     非常勤:   48 呼外 リハ 放  
     (医      48) 麻   
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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  777101,078,4 梅野眼科医院 〒810-0044 092-751-0344梅野　克哉 梅野　克哉 平10. 8. 3眼   診療所
     福岡県福岡市中央区六本松３丁目常　勤:    1 移動 現存
     １０－１８ (医       1) 平28. 8. 3
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  778101,079,2 エンゼル・マタニティ〒814-0151 092-863-1115日高　輝幸 日高　輝幸 平元. 6.20一般        15診療所
     ー・クリニック 福岡県福岡市城南区堤１丁目１３常　勤:    2 産婦 現存
     －３１ (医       2) 平27.12. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  779101,080,0 医療法人　天神南江島〒810-0004 092-731-0766医療法人　天神南江島江島　準一 平20. 6.30内   循   診療所
     医院 福岡県福岡市中央区渡辺通二丁目常　勤:    1医院　理事長　江島　 移動 現存
     １番８２号電気ビル北館 (医       1)準一 平26. 6.30
     非常勤:    2
     (医       2)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  780101,081,8 医療法人　清沢眼科医〒810-0004 092-761-1824医療法人　清沢眼科医清澤　崇晃 平 6. 4.25眼   診療所
     院 福岡県福岡市中央区渡辺通２丁目常　勤:    2院　理事長　清沢　晋 移動 現存
     ２－２ (医       2) 平30. 4.25
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  781101,082,6 医療法人　愛生会　三〒810-0022 092-741-2705医療法人愛生会　理事三宅　恒徳 平 4. 1. 1内   呼   胃  診療所
     宅内科クリニック 福岡県福岡市中央区薬院２丁目５常　勤:    1長　三宅　恒徳 現存
     －１５ (医       1) 平28. 1. 1
     非常勤:    1
     (医       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  782101,083,4 花田皮膚科医院 〒819-0002 092-881-0218花田　雄介 花田　雄介 平 4. 2. 1皮   診療所
     福岡県福岡市西区姪の浜４丁目１常　勤:    1 現存
     ９－３ (医       1) 平28. 2. 1
     非常勤:    1
     (医       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  783101,088,3 ふなこしクリニック 〒819-0022 092-883-7711船越　泰子 船越　泰子 平 4. 4. 1一般 診療所
     福岡県福岡市西区福重１丁目３番常　勤:    1     一般    12現存
     １号 (医       1) 平28. 4. 1内   呼   消  
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  784101,106,3 加来内科消化器科医院〒814-0032 092-841-3811加来　数馬 加来　数馬 平 4. 6. 1内   消   診療所
     福岡県福岡市早良区小田部４丁目常　勤:    1 現存
     １９－５ (医       1) 平28. 6. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  785101,111,3 福西会南病院 〒811-1122 092-804-3300医療法人　福西会　理比嘉　和夫 平 4. 7. 1療養 病院
     福岡県福岡市早良区早良１丁目５常　勤:    6事長　白日　高歩     療養   110現存
     －５５ (医       6) 平28. 7. 1神内 内   整外
     非常勤:   12 リハ 他   
     (医      11)
     (薬       1)
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  786101,112,1 後藤整形外科医院 〒810-0053 092-751-1301後藤　元徳 後藤　元徳 平 4. 8. 1外   整外 リハ診療所
     福岡県福岡市中央区鳥飼１丁目５常　勤:    1 リウ 現存
     －４５ (医       1) 平28. 8. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  787101,115,4 内藤胃腸科外科クリニ〒814-0104 092-845-7110内藤　英明 内藤　英明 平 4. 9. 1胃   呼   外  診療所
     ック 福岡県福岡市城南区別府７丁目７常　勤:    1 リハ 現存
     －３０ (医       1) 平28. 9. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  788101,118,8 天神セントラル皮膚科〒810-0001 092-741-7222医療法人ＤＳＡ　理事荒木　千律子 平 4. 9. 1皮   診療所
     クリニック 福岡県福岡市中央区天神２丁目１常　勤:    2長　保坂　尚紀 現存
     ４－８福岡天神センタービル５Ｆ(医       2) 平28. 9. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  789101,119,6 分山眼科医院 〒819-0006 092-883-1700医療法人貴愛会　理事分山　博志 平10. 4. 6一般         6診療所
     福岡県福岡市西区姪浜駅南２丁目常　勤:    3長　分山　博志 移動 眼   現存
     １－３３ (医       3) 平28. 4. 6
     非常勤:    1
     (医       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  790101,120,4 医療法人社団　朝菊会〒819-0375 092-807-8811医療法人社団　朝菊会坂本　道男 平 4. 9. 1一般        84病院
     　昭和病院 福岡県福岡市西区大字徳永字大町常　勤:    7　理事長　坂本　道男 外   内   消  現存
     ９１１－１ (医       7) 平28. 9. 1整外 循   こう
     非常勤:   32 形外 脳外 リハ
     (医      32)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  791101,121,2 医療法人社団　信愛会〒819-0167 092-807-5558医療法人社団　信愛会庄垣内　良人 平 4.10. 1内   循   診療所
     　信愛クリニック 福岡県福岡市西区今宿三丁目２４常　勤:    2　理事長　重松　勝 現存
     番３５号 (医       2) 平28.10. 1
     非常勤:    3
     (医       3)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  792101,124,6 山下循環器内科医院 〒814-0155 092-801-7731山下　良直 山下　良直 平 4.12. 1循   内   診療所
     福岡県福岡市城南区東油山２丁目常　勤:    1 現存
     ７－１８ (医       1) 平28.12. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  793101,126,1 医療法人　ナカシマ眼〒810-0001 092-751-8684医療法人　ナカシマ眼中島　多榮 平 8. 7.24眼   診療所
     科クリニック 福岡県福岡市中央区天神１丁目７常　勤:    1科クリニック　理事長 移動 現存
     ー１５ (医       1)　中島　多榮 平29. 7.24
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  794101,129,5 山田内科クリニック 〒810-0042 092-725-8005山田　晋 山田　晋 平 5. 2. 1内   呼   胃  診療所
     福岡県福岡市中央区赤坂１丁目１常　勤:    1 循   現存
     ０－２３グレースイン赤坂５Ｆ (医       1) 平29. 2. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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  795101,130,3 いりき皮膚科医院 〒810-0035 092-724-5904入来　敦 入来　敦 平 5. 2. 1皮   診療所
     福岡県福岡市中央区梅光園１丁目常　勤:    1 現存
     ２－７高橋ビル２Ｆ (医       1) 平29. 2. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  796101,131,1 医療法人　後藤クリニ〒810-0073 092-714-3250医療法人　後藤クリニ後藤　宏一郎 平 5. 2. 1一般         3診療所
     ック 福岡県福岡市中央区舞鶴３丁目６常　勤:    3ック　理事長　後藤　 ひ   皮   循  現存
     －１７ (医       3)宏一郎 平29. 2. 1内   
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  797101,132,9 医療法人　池田産婦人〒810-0002 092-761-4826医療法人　池田産婦人池田　盟男 平 5. 2. 1一般         7診療所
     科医院 福岡県福岡市中央区西中洲４－１常　勤:    1科医院　理事長　池田 産   婦   現存
     ４ (医       1)　盟男 平23. 2. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  798101,133,7 福岡豊栄会病院 〒819-0383 092-807-3567医療法人　豊栄会　理島内　卓 平 3.11. 1一般 病院
     福岡県福岡市西区大字田尻２７０常　勤:    9事長　江口　正雄     一般    60現存
     ３－１ (医       9) 平24.11. 1療養
     非常勤:   15     療養    59
     (医      15) 整外 リウ リハ
     内   循   麻  
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  799101,135,2 武石クリニック 〒814-0002 092-841-0121武石　卓 武石　卓 平 5. 4. 1呼   小   診療所
     福岡県福岡市早良区西新１丁目４常　勤:    1 現存
     －２８ (医       1) 平29. 4. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  800101,137,8 医療法人碧水会梶原ア〒810-0041 092-761-7949医療法人碧水会　理事嶋本　千扇 平10. 7. 3眼   診療所
     イクリニック 福岡県福岡市中央区大名２丁目１常　勤:    1長　﨑元　卓 移動 現存
     番５５号万ビル３階 (医       1) 平28. 7. 3
     非常勤:    3
     (医       3)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  801101,138,6 医療法人　下村小児科〒819-0002 092-883-5232医療法人　下村小児科下村　国壽 平18. 4.24一般         4診療所
     医院 福岡県福岡市西区姪の浜４丁目１常　勤:    2医院　理事長　下村　 移動 小   現存
     ９－２５ (医       2)国寿 平30. 4.24
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  802101,139,4 医療法人　緒方良神経〒810-0001 092-752-0090医療法人　緒方良神経緒方　良 平 5. 4. 1内   精   神  診療所
     科クリニック 福岡県福岡市中央区天神２丁目１常　勤:    1科クリニック　理事長 現存
     ３－１７ (医       1)　緒方　良 平29. 4. 1
     非常勤:    7
     (医       7)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  803101,141,0 医療法人　明寿会　明〒814-0103 092-821-2903医療法人明寿会　理事明石　泰郎 平30. 4. 2内   消   他  診療所
     石内科医院 福岡市城南区鳥飼五丁目１９番１常　勤:    1長　明石　泰郎 移動 現存
     ２号 (医       1) 平30. 4. 2
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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  804101,142,8 医療法人　久成会　木〒810-0042 092-741-8620医療法人久成会　木村木村　一賢 平 5. 4. 1眼   診療所
     村眼科クリニック 福岡県福岡市中央区赤坂１丁目１常　勤:    1眼科クリニック　理事 現存
     ０－２３ (医       1)長　木村　一賢 平29. 4. 1
     非常勤:    1
     (医       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  805101,143,6 医療法人　尚生会　松〒819-0043 092-812-2212医療法人尚生会　松口松口　宰邦 平 5. 4. 1一般 診療所
     口胃腸科外科医院 福岡県福岡市西区野方１丁目２６常　勤:    2胃腸科外科医院　理事     一般     3現存
     －１２ (医       2)長　松口　宰邦 平29. 4. 1胃   外   内  
     リハ 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  806101,144,4 医療法人　さかい内科〒814-0123 092-863-0002医療法人　さかい内科酒井　博 平 5. 4. 1内   循   診療所
     循環器クリニック 福岡県福岡市城南区長尾１丁目１常　勤:    1循環器クリニック　理 現存
     ３－２３－１ (医       1)事長　酒井　博 平29. 4. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  807101,145,1 山口内科医院 〒814-0002 092-821-2448山口　浩二 山口　浩二 平 5. 4. 1一般        19診療所
     福岡県福岡市早良区西新５－１４常　勤:    2 内   消   小  現存
     －４５ (医       2) 平29. 4. 1放   循   
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  808101,146,9 内科麻酔科原田医院 〒810-0001 092-741-0584原田　迅明 原田　迅明 平11. 7. 1内   麻   診療所
     福岡県福岡市中央区天神３－２－常　勤:    1 移動 現存
     ２６天神原田ビル２Ｆ (医       1) 平29. 7. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  809101,147,7 宗耳鼻咽喉科医院 〒819-0002 092-891-3333宗　信夫 宗　信夫 平 5. 6. 1耳   診療所
     福岡県福岡市西区姪の浜１丁目１常　勤:    1 現存
     ６－３０ (医       1) 平29. 6. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  810101,149,3 土器医院 〒814-0175 092-862-2777土器　辰雄 土器　辰雄 平 5. 8. 1外   呼   胃  診療所
     福岡県福岡市早良区田村６丁目７常　勤:    1 新規 現存
     －１６ (医       1) 平29. 8. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  811101,150,1 大西耳鼻咽喉科アレル〒810-0033 092-522-0024大西　克貞 大西　克貞 平 5. 8. 1耳い 気食 診療所
     ギー科クリニック 福岡県福岡市中央区小笹４－１－常　勤:    1 新規 現存
     ４３ (医       1) 平29. 8. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  812101,151,9 医療法人　浩仁会　柴〒810-0004 092-713-8185医療法人　浩仁会　柴柴田　浩一 平 5. 8. 1耳い 気食 アレ診療所
     田クリニック 福岡県福岡市中央区渡辺通２丁目常　勤:    2田クリニック　理事長 組織変更 現存
     １－１２ (医       2)　柴田　浩一 平29. 8. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  813101,152,7 医療法人　案浦クリニ〒814-0022 092-821-6458医療法人　案浦クリニ案浦　康髙 平 9. 4. 1内   小   循  診療所
     ック 福岡県福岡市早良区原５丁目２２常　勤:    1ック　理事長　案浦　 移動 神内 現存
     ー１３ (医       1)康髙 平30. 4. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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  814101,153,5 医療法人　松口内科循〒814-0033 092-843-5039医療法人　松口内科循松口　秀世 平 5. 9. 1内   循   診療所
     環器科医院 福岡県福岡市早良区有田２丁目１常　勤:    1環器科医院　理事長　 組織変更 現存
     １－１１ (医       1)松口　秀世 平29. 9. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  815101,154,3 寺沢耳鼻咽喉科クリニ〒814-0022 092-846-5775寺澤　るり子 寺澤　るり子 平 5.10. 1耳い 診療所
     ック 福岡県福岡市早良区原４丁目４－常　勤:    1 新規 現存
     ７ (医       1) 平29.10. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  816101,156,8 さかうえ内科循環器科〒814-0013 092-841-8833坂上　明彦 坂上　明彦 平 5.10. 1内   循   診療所
     クリニック 福岡県福岡市早良区藤崎１丁目１常　勤:    1 新規 現存
     －４７クレアトール百道２階 (医       1) 平29.10. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  817101,163,4 医療法人　海洋会　倉〒819-0002 092-885-1000医療法人　海洋会　理倉光　正春 平 5.12. 1精   神   心内診療所
     光クリニック 福岡県福岡市西区姪浜４丁目２３常　勤:    2事長　倉光　正春 組織変更 現存
     －７　大産姪浜ビル２Ｆ (医       2) 平29.12. 1
     非常勤:    5
     (医       5)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  818101,164,2 医療法人　星子整形外〒810-0042 092-712-8313医療法人　星子整形外星子　一郎 平 5.12. 1整外 リハ リウ診療所
     科医院 福岡県福岡市中央区赤坂１丁目７常　勤:    3科医院　理事長　星子 組織変更 現存
     －６ (医       3)一郎 平29.12. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  819101,165,9 医療法人　ひろかたク〒819-0002 092-882-1199医療法人　ひろかたク廣方　洋一郎 平 5.12. 1麻   内   循  診療所
     リニック 福岡県福岡市西区姪の浜２丁目２常　勤:    1リニック　理事長　廣 組織変更 現存
     ３－２５ (医       1)方　洋一郎 平29.12. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  820101,172,5 藤嶋眼科クリニック 〒814-0015 092-846-2831藤嶋　研二 藤嶋　研二 平 6. 2. 1眼   診療所
     福岡県福岡市早良区室見１丁目２常　勤:    1 新規 現存
     ２－１５コメジビル２階 (医       1) 平30. 2. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  821101,175,8 宮瀬内科クリニック 〒810-0014 092-526-0200宮瀬　崇弘 宮瀬　崇弘 平 6. 3. 1内   循   呼  診療所
     福岡県福岡市中央区平尾２丁目６常　勤:    1 新規 現存
     －３ (医       1) 平30. 3. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  822101,177,4 うめい内科医院 〒814-0012 092-822-7555梅井　利彦 梅井　利彦 平 6. 4. 1内   循   胃  診療所
     福岡県福岡市早良区昭代３丁目５常　勤:    1 新規 小   現存
     －１５ (医       1) 平30. 4. 1
     非常勤:    2
     (医       2)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  823101,178,2 手島クリニック 〒819-0025 092-885-3313手島　康一 手島　康一 平 6. 4. 1消   呼   外  診療所
     福岡県福岡市西区石丸２丁目１６常　勤:    1 新規 リハ 現存
     －１３ (医       1) 平30. 4. 1
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  824101,185,7 ししめ内科医院 〒810-0035 092-712-1185志々目　光宏 志々目　光宏 平 6. 6.11内   循   リハ診療所
     福岡県福岡市中央区梅光園１丁目常　勤:    1 交代 小   現存
     ３－７ (医       1) 平30. 6.11
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  825101,186,5 日吉内科消化器科医院〒814-0033 092-847-2388日吉　雄一 日吉　雄一 平 6. 7. 1内   消   循  診療所
     福岡県福岡市早良区有田２丁目１常　勤:    1 新規 呼   現存
     ４－３０ (医       1) 平24. 7. 1
     非常勤:    1
     (医       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  826101,188,1 かく耳鼻咽喉科 〒814-0104 092-846-0100郭　健稔 郭　健稔 平 6. 7. 1耳い 診療所
     福岡県福岡市城南区別府３丁目３常　勤:    1 新規 現存
     －１４－２Ｆ (医       1) 平24. 7. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  827101,190,7 医療法人　ふくい小児〒819-0373 092-806-8623医療法人　ふくい小児福井　佳彦 平 6. 7. 1小   診療所
     科医院 福岡県福岡市西区周船寺１－６－常　勤:    1科医院　理事長　福井 組織変更 現存
     １４ (医       1)　佳彦 平24. 7. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  828101,191,5 医療法人　松田知子皮〒819-0167 092-807-1221医療法人　松田知子皮松田　知子 平18. 8.16皮   形外 診療所
     膚科医院 福岡県福岡市西区今宿１丁目５番常　勤:    1膚科医院　理事長　松 移動 現存
     ２７号 (医       1)田　知子 平24. 8.16
     非常勤:    1
     (医       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  829101,192,3 医療法人　横山内科医〒814-0113 092-862-0550医療法人横山内科医院横山　俊宏 平 6. 7. 1内   循   胃  診療所
     院 福岡県福岡市城南区田島４－２２常　勤:    2　理事長　横山　俊宏 組織変更 呼   他   現存
     －４０ (医       2) 平24. 7. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  830101,194,9 医療法人　内田こども〒814-0104 092-844-2730医療法人　内田こども内田　智子 平13.12. 1小   診療所
     クリニック 福岡県福岡市城南区別府１丁目２常　勤:    4クリニック　理事長　 移動 現存
     １番２１号 (医       4)内田智子 平25.12. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  831101,196,4 田代内科クリニック 〒814-0006 092-851-6000田代　方民 田代　方民 平 6. 9. 1内   循   消  診療所
     福岡県福岡市早良区百道１－５－常　勤:    2 新規 現存
     ５ (医       2) 平24. 9. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  832101,197,2 みまつ小児科皮膚科医〒814-0171 092-862-2584三松　高一 三松　高一 平 6. 9. 1小   皮   診療所
     院 福岡県福岡市早良区野芥２－３－常　勤:    1 新規 現存
     ５ (医       1) 平24. 9. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  833101,199,8 医療法人大名よねくら〒810-0041 092-751-1755医療法人大名よねくら米倉　順孝 平 6. 9. 1小   内   診療所
     小児科クリニック 福岡県福岡市中央区大名２－９－常　勤:    2小児科クリニック　理 組織変更 現存
     １８ (医       2)事長　米倉　順孝 平24. 9. 1



 医 療 機 関 番 号  医 療 機 関 名 称 医療機関所在地 開設者氏名 備  考管理者氏名項 番
指定年月日
登録理由
指定期間始

病床数
／

診療科名

電話番号
／

勤務医数

                 コード内容別医療機関一覧表

［平成30年 6月 1日現在　医科　　　現存／休止］ 平成30年 6月 1日作成    96 頁

  834101,202,0 医療法人　安武眼科医〒814-0114 092-873-3511医療法人　安武眼科医安武　哲朗 平12. 4. 1眼   診療所
     院 福岡県福岡市城南区金山団地５０常　勤:    1院　理事長　安武　哲 移動 現存
     －１ (医       1)朗 平30. 4. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  835101,206,1 医療法人　才全会　西〒814-0002 092-822-8998医療法人　才全会　西速水　陽子 平10.12.21内   診療所
     新クリニック 福岡県福岡市早良区西新５丁目１常　勤:    1新クリニック　理事長 移動 現存
     ５番２０号 (医       1)　松嶋　哲哉 平28.12.21
     非常勤:   24
     (医      24)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  836101,207,9 医療法人　田中クリニ〒814-0033 092-831-3003医療法人田中クリニッ田中　隆 平 7. 1. 1一般        13診療所
     ック 福岡県福岡市早良区有田８－１－常　勤:    1ク　理事長　田中　隆 組織変更 外   胃   こう現存
     ５ (医       1) 平28. 1. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  837101,208,7 松田内科クリニック 〒811-1122 092-803-2119松田　拓二 松田　拓二 平 7. 2. 1内   小   胃  診療所
     福岡県福岡市早良区早良２－２２常　勤:    1 新規 リハ 現存
     －７－１ (医       1) 平28. 2. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  838101,209,5 橋口ビル眼科診療所 〒810-0001 092-771-1677南野　麻里子 南野　麻里子 平 9.11.20眼   診療所
     福岡県福岡市中央区天神３丁目１常　勤:    1 移動 現存
     番１６号橋口ビル (医       1) 平24.11.20
     非常勤:    1
     (医       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  839101,210,3 医療法人　格心会　晴〒814-0133 092-871-5573医療法人格心会晴明病島田　文雄 平 7. 1. 1精神       148病院
     明病院 福岡県福岡市城南区七隈８－２０常　勤:    5院　理事長　白川　由 組織変更 内   心内 精  現存
     －１０ (医       5)佳 平28. 1. 1
     非常勤:   38
     (医      38)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  840101,211,1 天神町診療所 〒810-0001 092-741-2750稲員　徹 稲員　徹 平 7. 3. 1内   循   心外診療所
     福岡県福岡市中央区天神２－１３常　勤:    1 新規 現存
     －７福岡平和ビル５階 (医       1) 平28. 3. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  841101,215,2 鄭脳神経外科クリニッ〒810-0022 092-732-6600鄭　九龍（Ｃｈｅｎｇ鄭　九龍（Ｃｈｅｎｇ平 7. 4. 1脳外 リハ 診療所
     ク 福岡県福岡市中央区薬院１－５－常　勤:    1　Ｃｈｅｗ　Ｌｏｎｇ　Ｃｈｅｗ　Ｌｏｎｇ新規 現存
     ６ハイヒルズビル４０２号 (医       1)） ） 平28. 4. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  842101,216,0 きよさわ眼科クリニッ〒814-0001 092-843-6565清澤　玲子 清澤　玲子 平 7. 4. 1眼   診療所
     ク 福岡県福岡市早良区百道浜４－１常　勤:    1 新規 現存
     ３－１ (医       1) 平28. 4. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------



 医 療 機 関 番 号  医 療 機 関 名 称 医療機関所在地 開設者氏名 備  考管理者氏名項 番
指定年月日
登録理由
指定期間始

病床数
／

診療科名

電話番号
／

勤務医数

                 コード内容別医療機関一覧表

［平成30年 6月 1日現在　医科　　　現存／休止］ 平成30年 6月 1日作成    97 頁

  843101,217,8 村上華林堂病院 〒819-0032 092-811-3331医療法人財団　華林会司城　博志 平 7. 4. 1一般       160病院
     福岡県福岡市西区戸切２丁目１４常　勤:   22　理事長　菊池　仁志 交代 内   外   脳内現存
     番４５号 (医      22) 平28. 4. 1リハ 循   眼  
     非常勤:   36 呼内 整外 透析
     (医      34)
     (歯       2)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  844101,219,4 うめした内科クリニッ〒810-0062 092-771-6182梅下　滋人 梅下　滋人 平 7. 5. 1内   呼   消  診療所
     ク 福岡県福岡市中央区荒戸３－１０常　勤:    1 新規 心内 精   現存
     －１１ヒルズ大濠館１Ｆ (医       1) 平28. 5. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  845101,221,0 医療法人　山名としこ〒810-0063 092-752-6688医療法人　山名としこ山名　敏子 平 7. 5. 1眼   診療所
     眼科 福岡県福岡市中央区唐人町１－１常　勤:    1眼科　理事長　山名　 組織変更 現存
     ２－１８ (医       1)敏子 平28. 5. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  846101,222,8 占部医院 〒810-0002 092-761-2306占部　篤道 占部　篤道 平16. 3.31皮   ひ   診療所
     福岡県福岡市中央区西中洲６－２常　勤:    1 移動 現存
     ０ (医       1) 平28. 3.31
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  847101,223,6 医療法人　クリスタル〒810-0001 092-725-8822医療法人　クリスタル塩飽　徳行 平 7. 5. 1胃   内   診療所
     ビルクリニック 福岡県福岡市中央区天神４－６－常　勤:    1ビルクリニック　理事 組織変更 現存
     ７ (医       1)長　塩飽　徳行 平28. 5. 1
     非常勤:    1
     (医       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  848101,224,4 ますもとメンタルクリ〒810-0001 092-716-8572益本　佳枝 益本　佳枝 平11.12.28精   神   心内診療所
     ニック 福岡県福岡市中央区天神２－３－常　勤:    1 移動 現存
     ２天神アイエスビル７Ｆ (医       1) 平29.12.28
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  849101,226,9 平尾山病院 〒810-0014 092-531-7322三木　宏 三木　宏 平 7. 6.19療養        36病院
     福岡県福岡市中央区平尾５－２２常　勤:    2 交代 その他      36現存
     －１８ (医       2) 平28. 6.19内   消   リハ
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  850101,227,7 医療法人　原信会　原〒814-0032 092-822-0112医療法人　原信会　理原口　信一 平 7. 7. 1一般        48病院
     口病院循環器科内科 福岡県福岡市早良区小田部６－１常　勤:    3事長　原口　信一 組織変更 内   循   現存
     １－１５ (医       2) 平28. 7. 1
     (薬       1)
     非常勤:   13
     (医      13)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  851101,228,5 鶴内科医院 〒814-0003 092-831-7115鶴　博生 鶴　博生 平17. 2. 1内   呼   胃  診療所
     福岡県福岡市早良区城西３丁目１常　勤:    1 移動 放   現存
     ７番２０号クラシオン西新１階 (医       1) 平29. 2. 1
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  852101,232,7 香江医院 〒810-0063 092-741-3386香江　篤 香江　篤 平 7. 8. 1内   循   診療所
     福岡県福岡市中央区唐人町１－１常　勤:    1 交代 現存
     ２－１２ (医       1) 平28. 8. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  853101,233,5 医療法人　末吉クリニ〒814-0011 092-841-8733医療法人　末吉クリニ末吉　章雄 平 7. 8. 1耳い 気食 麻  診療所
     ック 福岡県福岡市早良区高取１－１－常　勤:    1ック　理事長　末吉　 組織変更 現存
     ３０ (医       1)章雄 平28. 8. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  854101,236,8 川上クリニック 〒810-0073 092-734-6686川上　剛孝 川上　剛孝 平 7.10. 1内   精   神  診療所
     福岡県福岡市中央区舞鶴１－２－常　勤:    1 新規 現存
     １天神陽明ビル８，９階 (医       1) 平28.10. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  855101,237,6 医療法人　村田整形外〒814-0133 092-861-3060医療法人　村田整形外村田　稔 平 7. 9. 1一般        16診療所
     科医院 福岡県福岡市城南区七隈７－５－常　勤:    1科医院　理事長　村田 組織変更 整外 リハ 現存
     ２８ (医       1)　稔 平28. 9. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  856101,238,4 大賀内科循環器科医院〒811-1102 092-804-5025医療法人社団朝菊会　大賀　正継 平 7. 9. 1一般        19診療所
     福岡県福岡市早良区東入部１－２常　勤:    1理事長　坂本　道男 組織変更 内   循   胃  現存
     －４０ (医       1) 平28. 9. 1小   
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  857101,240,0 野村クリニック 〒810-0023 092-715-1971野村　正一郎 野村　正一郎 平 7.10. 2内   脳外 診療所
     福岡県福岡市中央区警固１－６－常　勤:    1 交代 現存
     ２０ (医       1) 平28.10. 2
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  858101,241,8 医療法人　健貢会　中〒814-0172 092-864-2299医療法人　健貢会　中中山　愼一郎 平 7.10. 1一般        19診療所
     山整形外科医院 福岡県福岡市早良区梅林６－１０常　勤:    1山整形外科医院　理事 組織変更 整外 リハ リウ現存
     －３ (医       1)長　中山　愼一郎 平28.10. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  859101,243,4 南條内科胃腸科クリニ〒814-0171 092-865-8881南條　環 南條　環 平 7.12. 1内   胃   放  診療所
     ック 福岡県福岡市早良区野芥７－１７常　勤:    1 新規 現存
     ー２１ (医       1) 平28.12. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  860101,244,2 石橋医院 〒814-0153 092-873-3211石橋　守興 石橋　守興 平 7.12. 1内   消   循  診療所
     福岡県福岡市城南区樋井川１丁目常　勤:    2 新規 呼   現存
     ２４ー２６ (医       2) 平28.12. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  861101,246,7 医療法人　大塩眼科ク〒814-0022 092-843-8187医療法人　大塩眼科ク大塩　一幸 平 7.12. 1眼   診療所
     リニック 福岡県福岡市早良区原３－１６－常　勤:    1リニック　理事長　大 組織変更 現存
     １１ (医       1)塩　一幸 平28.12. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  862101,248,3 医療法人元友会　中島〒814-0153 092-561-3343医療法人　元友会　理中島　元雄 平19.10. 1耳い 診療所
     耳鼻咽喉科医院 福岡県福岡市城南区樋井川３丁目常　勤:    1事長　中島　元雄 移動 現存
     ５－１１ (医       1) 平25.10. 1
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  863101,250,9 ソフトリサーチパーク〒814-0001 092-852-3411柳　秀隆 柳　秀隆 平 8. 2. 1内   診療所
     診療所 福岡県福岡市早良区百道浜２丁目常　勤:    1 新規 現存
     １番２２号 (医       1) 平29. 2. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  864101,251,7 吉村病院 〒814-0002 092-841-0835吉村　賢一 吉村　賢一 平 8. 1. 4一般        57病院
     福岡県福岡市早良区西新３丁目１常　勤:    7 交代 外   整外 内  現存
     １番２７号 (医       7) 平29. 1. 4消   こう 麻  
     非常勤:   27 リハ 
     (医      27)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  865101,254,1 福岡市立玄界診療所 〒819-0205 092-809-2112福岡市　福岡市長　髙平川　勝之 平 8. 4. 1内   小   診療所
     福岡県福岡市西区大字玄界島字寄常　勤:    3島　宗一郎 新規 現存
     木１２１９－６０ (医       3) 平29. 4. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  866101,256,6 みたに内科循環器科ク〒811-1103 092-812-2111三谷　淳夫 三谷　淳夫 平 8. 4. 1内   循   消  診療所
     リニック 福岡県福岡市早良区四箇六丁目６常　勤:    3 新規 現存
     番３１号 (医       3) 平29. 4. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  867101,258,2 干隈すみれ内科クリニ〒814-0163 092-801-3222医療法人宏仁会　理事須貝　真生 平 8. 4. 1内   消   呼内診療所
     ック 福岡県福岡市早良区干隈５丁目３常　勤:    2長　鹿野　宏造 組織変更 循   リハ 現存
     ０番５号 (医       2) 平29. 4. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  868101,266,5 医療法人　中野こども〒814-0175 092-861-2550医療法人　中野こども中野　光郎 平 8. 5. 1小   診療所
     クリニック 福岡県福岡市早良区田村６丁目１常　勤:    1クリニック　理事長　 組織変更 現存
     ０番１５号 (医       1)中野　光郎 平29. 5. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  869101,267,3 なかよし眼科クリニッ〒814-0171 092-871-6666仲吉　則雄 仲吉　則雄 平 8. 6. 1眼   診療所
     ク 福岡県福岡市早良区野芥７丁目１常　勤:    1 新規 現存
     ９ー３５ (医       1) 平29. 6. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  870101,270,7 荒木眼科医院 〒810-0034 092-731-0337荒木　新司 荒木　新司 平 8. 6. 1眼   診療所
     福岡県福岡市中央区笹丘１丁目３常　勤:    1 新規 現存
     ６番１３号 (医       1) 平29. 6. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  871101,274,9 医療法人　海洋会　あ〒819-0371 092-807-0100医療法人　海洋会　理松岡　功 平 8. 8. 1一般        19診療所
     おいクリニック 福岡県福岡市西区大字飯氏字都ケ常　勤:    1事長　倉光　正春 新規 内   精   麻  現存
     浦２３７ー３ (医       1) 平29. 8. 1
     非常勤:    3
     (医       3)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  872101,275,6 いこいの森クリニック〒814-0155 092-866-1666医療法人　いこいの森橋口　庸 平 8. 7.11内   神   精  診療所
     福岡県福岡市城南区東油山６丁目常　勤:    1　理事長　橋口　庸 移動 現存
     １９番２３号 (医       1) 平29. 7.11
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  873101,276,4 栗林内科循環器科 〒810-0033 092-525-3200栗林　敏郎 栗林　敏郎 平 8. 9. 1内   循   診療所
     福岡県福岡市中央区小笹５丁目５常　勤:    1 新規 現存
     ー１８ (医       1) 平29. 9. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  874101,278,0 中村クリニック 〒819-0014 092-882-8211中村　秀治 中村　秀治 平 8.10. 1胃   外   診療所
     福岡県福岡市西区豊浜１丁目２番常　勤:    1 新規 現存
     １２号 (医       1) 平29.10. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  875101,279,8 医療法人　くわの整形〒814-0022 092-847-6000医療法人　くわの整形桑野　正 平 8. 9. 1整外 リハ 診療所
     外科クリニック 福岡県福岡市早良区原３丁目７番常　勤:    1外科クリニック　理事 組織変更 現存
     ７号 (医       1)長　桑野　正 平29. 9. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  876101,280,6 いずみ産婦人科医院 〒814-0133 092-864-1211和泉　秀隆 和泉　秀隆 平 8.10. 1一般        19診療所
     福岡県福岡市城南区七隈３丁目４常　勤:    2 新規 産婦 現存
     番１号 (医       2) 平29.10. 1
     非常勤:    9
     (医       9)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  877101,282,2 医療法人　長野醫院　〒819-0375 092-807-2022医療法人　長野醫院　長野　英嗣 平 8.10. 1一般        19診療所
     長野産婦人科クリニッ福岡県福岡市西区大字徳永字野入常　勤:    2長野産婦人科クリニッ 組織変更 産   婦   現存
     ク １０５５ (医       2)ク　理事長　長野　作 平29.10. 1
     非常勤:    2郎
     (医       2)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  878101,288,9 久保田クリニック 〒819-0203 092-809-2320医療法人　木下会　理久保田　晃 平 8.12. 2内   循   診療所
     福岡県福岡市西区大字小田字中間常　勤:    2事長　久保田　晃 組織変更 現存
     ５１番地１ (医       2) 平29.12. 2
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  879101,289,7 森内科クリニック 〒814-0006 092-821-1676森　秀美 森　秀美 平 9. 1. 6内   胃   診療所
     福岡県福岡市早良区百道１丁目４常　勤:    1 交代 現存
     の８ (医       1) 平30. 1. 6
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  880101,290,5 秋本病院 〒810-0023 092-771-6361医療法人　エイ・ジイ秋本　亮一 平16.12.20一般 病院
     福岡県福岡市中央区警固一丁目８常　勤:    6・アイ・エイチ　理事 移動     一般    50現存
     番３号 (医       5)長　秋本　亮一 平28.12.20外   内   整外
     (薬       1) 脳外 胃   こう
     非常勤:   24 麻   
     (医      23)
     (薬       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  881101,292,1 竹内産婦人科クリニッ〒814-0171 092-864-8080竹内　肇 竹内　肇 平 9. 3. 1一般        18診療所
     ク 福岡県福岡市早良区野芥７丁目５常　勤:    1 新規 産   婦   現存
     ４０ー１５ (医       1) 平30. 3. 1
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  882101,295,4 浅原眼科医院 〒810-0004 092-762-1052浅原　茂生 浅原　茂生 平 9. 4. 1眼   診療所
     福岡県福岡市中央区渡辺通１丁目常　勤:    1 新規 現存
     ８ー６別府歯科ビル３Ｆ (医       1) 平30. 4. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  883101,297,0 かわの医院 〒814-0021 092-831-7500河野　博巳 河野　博巳 平 9. 4. 1ひ   皮   診療所
     福岡県福岡市早良区荒江２ー９ー常　勤:    1 新規 現存
     １３ (医       1) 平30. 4. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  884101,300,2 宮城脳神経外科クリニ〒810-0021 092-714-3311宮城　潤 宮城　潤 平 9. 5. 1脳外 リハ 診療所
     ック 福岡県福岡市中央区今泉２丁目５常　勤:    1 新規 現存
     ー２５ (医       1) 平30. 5. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  885101,301,0 池田内科呼吸器科医院〒819-0002 092-892-1535池田　昭仁 池田　昭仁 平 9. 5. 1内   呼   小  診療所
     福岡県福岡市西区姪の浜３丁目３常　勤:    1 新規 現存
     ９ー６ (医       1) 平30. 5. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  886101,302,8 川谷医院 〒810-0012 092-523-9220川谷　大治 川谷　大治 平 9. 5. 1精   心内 診療所
     福岡県福岡市中央区白金１丁目１常　勤:    3 新規 現存
     ２番２号 (医       3) 平30. 5. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  887101,305,1 及川病院 〒810-0014 092-522-5411医療法人　にゅうわ会及川　達司 平 9. 5. 1一般        36病院
     福岡県福岡市中央区平尾２丁目２常　勤:    6　及川病院　理事長　 組織変更 外   内   心内現存
     １番１６号 (医       6)及川　達司 平30. 5. 1リハ 麻   
     非常勤:   18
     (医      18)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  888101,306,9 石西整形外科医院 〒814-0175 092-863-2122医療法人石西整形外科石西　貴 平 9. 5. 1一般        19診療所
     福岡県福岡市早良区田村五丁目２常　勤:    1医院　理事長　石西　 組織変更 整外 リウ リハ現存
     番１号 (医       1)貴 平30. 5. 1
     非常勤:    8
     (医       8)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  889101,311,9 松本内科胃腸科 〒819-0006 092-892-4039松本　新一 松本　新一 平 9. 8. 1内   胃   小  診療所
     福岡県福岡市西区姪浜駅南１丁目常　勤:    1 新規 現存
     ４番１号 (医       1) 平24. 8. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  890101,313,5 矢野耳鼻咽喉科 〒819-0006 092-883-3859矢野　玄 矢野　玄 平 9. 9. 1耳い 気食 診療所
     福岡県福岡市西区姪浜駅南２丁目常　勤:    1 新規 現存
     １－３４ (医       1) 平24. 9. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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  891101,320,0 天神城戸クリニック 〒810-0001 092-715-1567城戸　和明 城戸　和明 平 9.12.29胃   こう 診療所
     福岡県福岡市中央区天神５丁目４常　勤:    1 交代 現存
     －１６第２城戸ビル２階 (医       1) 平27.12.29
     非常勤:    1
     (医       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  892101,323,4 よしかわ耳鼻咽喉科ク〒810-0034 092-726-3814 川　茂樹 川　茂樹 平10. 3. 1耳い 診療所
     リニック 福岡県福岡市中央区笹丘１－１１常　勤:    1 新規 現存
     －１３笹丘平和ビル４Ｆ (医       1) 平28. 3. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  893101,326,7 黒住泌尿器科医院 〒819-0006 092-891-5591黒住　武史 黒住　武史 平10. 4. 1ひ   診療所
     福岡県福岡市西区姪浜駅南１丁目常　勤:    1 新規 現存
     ４－２１シエスタ姪浜２Ｆ (医       1) 平28. 4. 1
     非常勤:    1
     (医       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  894101,330,9 森レディースクリニッ〒810-0011 092-521-5868森　俊介 森　俊介 平10. 3. 2一般        12診療所
     ク 福岡県福岡市中央区高砂１丁目４常　勤:    2 交代 産婦 内   現存
     番３号 (医       2) 平28. 3. 2
     非常勤:    1
     (医       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  895101,333,3 坂本眼科クリニック 〒819-0002 092-892-3141坂本　真紀 坂本　真紀 平10. 6. 1眼   診療所
     福岡県福岡市西区姪の浜四丁目９常　勤:    1 新規 現存
     番１８号石津ビル２階 (医       1) 平28. 6. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  896101,334,1 かむら大腸肛門クリニ〒819-0381 092-807-7077嘉村　好峰 嘉村　好峰 平10. 6. 1胃   こう 外  診療所
     ック 福岡県福岡市西区泉２丁目１－２常　勤:    1 新規 内   リハ 現存
     ６ (医       1) 平28. 6. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  897101,339,0 六本松中垣クリニック〒810-0044 092-731-4775中垣　修 中垣　修 平10. 9. 1内   循   診療所
     福岡県福岡市中央区六本松４丁目常　勤:    2 交代 現存
     ９番３０号 (医       2) 平28. 9. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  898101,349,9 桜坂内科循環器科 〒810-0023 092-736-1700松 　哲二 松 　哲二 平11. 4. 1内   循   リハ診療所
     福岡県福岡市中央区警固３丁目６常　勤:    1 新規 心外 現存
     －１ (医       1) 平29. 4. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  899101,355,6 牧角内科クリニック 〒814-0011 092-843-2257牧角　和宏 牧角　和宏 平11. 7. 4内   循   診療所
     福岡県福岡市早良区高取２丁目１常　勤:    1 交代 現存
     ７－４３ (医       1) 平29. 7. 4
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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  900101,356,4 うどうクリニック　形〒814-0012 092-821-6137有働　幸弘 有働　幸弘 平11. 8.16形外 診療所
     成外科 福岡県福岡市早良区昭代１丁目１常　勤:    1 交代 現存
     －１ (医       1) 平29. 8.16
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  901101,358,0 かげ耳鼻咽喉科医院 〒810-0045 092-737-2571鹿毛　純子 鹿毛　純子 平11.10. 1耳い 診療所
     福岡県福岡市中央区草香江１丁目常　勤:    1 新規 現存
     ８－１２ (医       1) 平29.10. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  902101,360,6 あべ整形外科クリニッ〒810-0014 092-522-0332安部　淳 安部　淳 平11.10. 1整外 リハ リウ診療所
     ク 福岡県福岡市中央区平尾３－５－常　勤:    1 新規 現存
     ３アーバンパレスアルカディア薬(医       1) 平29.10. 1
     院南１階
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  903101,364,8 天神心療クリニック 〒810-0004 092-737-7373山田　尚吾 山田　尚吾 平11.12. 1精   神   心内診療所
     福岡県福岡市中央区渡辺通４丁目常　勤:    1 新規 内   現存
     １０－１０ (医       1) 平29.12. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  904101,366,3 林内科クリニック 〒810-0001 092-737-7277林　有紀 林　有紀 平12. 1. 1胃   内   呼  診療所
     福岡県福岡市中央区天神２丁目３常　勤:    1 新規 放   現存
     －２天神アイエスビル６Ｆ (医       1) 平30. 1. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  905101,368,9 ゆう内科クリニック 〒819-0043 092-892-2200兪　孝一 兪　孝一 平12. 1. 1内   診療所
     福岡県福岡市西区野方一丁目２０ 新規 現存
     番１０号 平30. 1. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  906101,370,5 相良外科医院 〒810-0062 092-781-5557相良　泰至 相良　泰至 平12. 1. 1一般    診療所
     福岡県福岡市中央区荒戸３丁目２常　勤:    1 交代 外   こう 胃  休止
     番１２号 (医       1) 平30. 1. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  907101,373,9 たのうえメンタルクリ〒810-0044 092-738-5581田上　伸興 田上　伸興 平12. 4. 1精   神   診療所
     ニック 福岡県福岡市中央区六本松４丁目常　勤:    1 新規 現存
     １１－２６ビバーチェハシモト２(医       1) 平30. 4. 1
     Ｆ
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  908101,375,4 赤坂心療クリニック 〒810-0041 092-737-2660米澤　利幸 米澤　利幸 平12. 4. 1心内 神   精  診療所
     福岡県福岡市中央区大名２丁目４常　勤:    1 新規 現存
     －３３ＴＯＨＴＯＲＥ　ＢＬＤ７(医       1) 平30. 4. 1
     Ｆ
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  909101,378,8 杉田脳神経外科クリニ〒814-0121 092-874-1170杉田　俊介 杉田　俊介 平12. 5. 1脳外 リハ 診療所
     ック 福岡県福岡市城南区神松寺２丁目常　勤:    1 新規 現存
     １２－６ (医       1) 平30. 5. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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  910101,380,4 吉住内科医院 〒814-0022 092-862-0688吉住　尚志 吉住　尚志 平25. 4.15一般    診療所
     福岡県福岡市早良区原６丁目２９常　勤:    1 移動 内   胃   小  現存
     －１０ (医       1) 平25. 4.15呼   
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  911101,382,0 黒田クリニック 〒810-0001 092-725-4406黒田　健郎 黒田　健郎 平12. 6. 1内   診療所
     福岡県福岡市中央区天神１丁目１常　勤:    1 新規 現存
     ５－２ＭＪビル３階 (医       1) 平30. 6. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  912101,392,9 大原内科クリニック 〒810-0001 092-737-8778大原　明彦 大原　明彦 平12. 7. 1内   胃   診療所
     福岡県福岡市中央区天神１丁目１常　勤:    1 交代 現存
     番１号アクロス福岡ビル４階 (医       1) 平24. 7. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  913101,394,5 飯尾形成外科クリニッ〒810-0001 092-739-4110飯尾　礼美 飯尾　礼美 平12.10. 1形外 美外 皮  診療所
     ク 福岡県福岡市中央区天神１－３－常　勤:    1 新規 現存
     ３８天神１２１ビル９Ｆ (医       1) 平24.10. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  914101,398,6 権藤内科医院 〒810-0021 092-771-8850権藤　公和 権藤　公和 平12.10.17内   循   診療所
     福岡県福岡市中央区今泉２丁目５常　勤:    1 交代 現存
     －２４ (医       1) 平24.10.17
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  915101,403,4 内科循環器科　末松医〒810-0005 092-531-2506末松　知 末松　知 平13. 1. 1内   循   診療所
     院 福岡県福岡市中央区清川３丁目１常　勤:    1 交代 現存
     ４－１０ (医       1) 平25. 1. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  916101,406,7 御所ヶ谷ホームクリニ〒810-0073 092-739-8525田中　耕太郎 田中　耕太郎 平22.10. 1内   精   診療所
     ック 福岡県福岡市中央区舞鶴１－６－常　勤:    2 移動 現存
     １ラフォーレ舞鶴２Ｆ (医       2) 平28.10. 1
     非常勤:    2
     (医       2)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  917101,411,7 室見クリニック 〒814-0015 092-821-2118樋口　恒夫 樋口　恒夫 平13. 4. 1胃   こう 外  診療所
     福岡県福岡市早良区室見１丁目１常　勤:    1 交代 内   整外 現存
     ２－１ (医       1) 平25. 4. 1
     非常勤:    1
     (医       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  918101,415,8 青木内科循環器科小児〒819-0002 092-881-1102青木　真 青木　真 平13. 5.20内   循   小  診療所
     科クリニック 福岡県福岡市西区姪の浜４丁目９常　勤:    2 交代 現存
     番１２号 (医       2) 平25. 5.20
     非常勤:    1
     (医       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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  919101,416,6 藤野クリニック 〒810-0041 092-737-2535藤野　百代 藤野　百代 平13. 6. 8美外 形外 皮  診療所
     福岡県福岡市中央区大名二丁目７常　勤:    1 交代 眼   現存
     番３号 (医       1) 平25. 6. 8
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  920101,419,0 香月医院 〒814-0033 092-801-6267香月　祐介 香月　祐介 平13. 6.26内   胃   診療所
     福岡県福岡市早良区有田５丁目１常　勤:    1 交代 現存
     －３０ (医       1) 平25. 6.26
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  921101,422,4 早良病院 〒819-0002 092-881-0536梅野　守男 梅野　守男 平13. 7. 1一般        51病院
     福岡県福岡市西区姪の浜二丁目２常　勤:   11 交代 療養        99現存
     番５０号 (医       9) 平25. 7. 1内   消   循  
     (薬       2) 呼内 神内 リウ
     非常勤:   37 整外 リハ 精  
     (医      37) 他   
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  922101,423,2 尾野医院 〒814-0133 092-871-3753尾野　健一 尾野　健一 平13. 7.27内   診療所
     福岡県福岡市城南区七隈４－３－常　勤:    1 交代 現存
     ８ (医       1) 平25. 7.27
     非常勤:    1
     (医       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  923101,425,7 いまりクリニック 〒810-0001 092-725-8311今利　泰久 今利　泰久 平13. 9. 1内   消   診療所
     福岡県福岡市中央区天神１丁目３常　勤:    1 新規 現存
     ー３８天神１２１ビル３階３０１(医       1) 平25. 9. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  924101,426,5 あやすぎビルクリニッ〒810-0001 092-732-8873岡部　信郎 岡部　信郎 平13.10. 1内   消   診療所
     ク 福岡県福岡市中央区天神１－１５常　勤:    1 新規 現存
     －６綾杉ビル７Ｆ (医       1) 平25.10. 1
     非常勤:    1
     (医       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  925101,429,9 のみやま整形外科クリ〒814-0123 092-873-6500野見山　宏 野見山　宏 平13.10. 1一般 診療所
     ニック 福岡県福岡市城南区長尾５丁目２常　勤:    1 新規     一般     8現存
     ８－１９ (医       1) 平25.10. 1整外 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  926101,435,6 たけとみ耳鼻咽喉科ク〒814-0033 092-873-8717武富　正夫 武富　正夫 平14. 1. 1耳い アレ 気食診療所
     リニック 福岡県福岡市早良区有田５丁目２常　勤:    1 新規 現存
     ３－２７ (医       1) 平26. 1. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  927101,436,4 池田耳鼻咽喉科気管食〒814-0022 092-851-8610池田　研 池田　研 平14. 1. 1耳い 気食 アレ診療所
     道科アレルギー科医院福岡県福岡市早良区原６丁目２９常　勤:    1 新規 現存
     －１６ (医       1) 平26. 1. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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  928101,441,4 べふ眼科 〒814-0104 092-832-6000陣林　浩美 陣林　浩美 平14. 3. 1眼   診療所
     福岡県福岡市城南区別府５丁目１常　勤:    1 新規 現存
     ０－８ (医       1) 平26. 3. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  929101,446,3 今村内科循環器科クリ〒819-0041 092-892-0088今村　光秀 今村　光秀 平14. 4. 1内   循   診療所
     ニック 福岡県福岡市西区拾六町５丁目１常　勤:    1 新規 現存
     ８－２１ (医       1) 平26. 4. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  930101,449,7 福岡市立西部療育セン〒819-0005 092-883-7161福岡市　福岡市長　髙佐竹　宏之 平14. 4. 1小   リハ 精  診療所
     ター 福岡県福岡市西区内浜一丁目５番常　勤:    3島　宗一郎 新規 現存
     ５４号 (医       3) 平26. 4. 1
     非常勤:   10
     (医      10)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  931101,450,5 上平川整形外科医院 〒814-0033 092-833-5550上平川　浩一 上平川　浩一 平14. 4. 1整外 リハ 診療所
     福岡県福岡市早良区有田７－２１常　勤:    1 新規 現存
     －１４ (医       1) 平26. 4. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  932101,452,1 いとうメンタルクリニ〒819-0043 092-894-8881伊藤　正訓 伊藤　正訓 平14. 5. 1精   心内 診療所
     ック 福岡県福岡市西区野方２丁目１６常　勤:    1 新規 現存
     －１８ (医       1) 平26. 5. 1
     非常勤:    1
     (医       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  933101,454,7 岡部・浦川クリニック〒810-0022 092-751-2462浦川　周一 浦川　周一 平14. 4. 1内   消   他  診療所
     福岡県福岡市中央区薬院２－１３常　勤:    1 交代 現存
     －１０ル・ブラン薬院１Ｆ (医       1) 平26. 4. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  934101,456,2 益田耳鼻咽喉科医院 〒819-0006 092-881-3615益田　明典 益田　明典 平28. 5. 1耳い 診療所
     福岡県福岡市西区姪浜駅南２丁目常　勤:    1 移動 現存
     ３０－５ (医       1) 平28. 5. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  935101,457,0 うえはた心療クリニッ〒810-0001 092-771-0075上畠　茂幸 上畠　茂幸 平14. 5. 1内   心内 精  診療所
     ク 福岡県福岡市中央区天神一丁目１常　勤:    1 新規 現存
     ５－２ＭＪビル３階 (医       1) 平26. 5. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  936101,458,8 大神脳神経外科クリニ〒810-0042 092-716-8871大神　正一郎 大神　正一郎 平14. 5. 1脳外 診療所
     ック 福岡県福岡市中央区赤坂１丁目６常　勤:    1 新規 現存
     －１１赤坂コートビル３階 (医       1) 平26. 5. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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  937101,463,8 森口脳神経外科クリニ〒814-0172 092-801-0700森口　政嗣 森口　政嗣 平14. 7. 1脳外 神内 リハ診療所
     ック 福岡県福岡市早良区梅林７丁目２常　勤:    1 新規 心内 現存
     －１５ (医       1) 平26. 7. 1
     非常勤:    1
     (医       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  938101,468,7 下野クリニック 〒810-0011 092-531-4516下野　礼司 下野　礼司 平14. 9. 1一般 診療所
     福岡県福岡市中央区高砂１丁目２常　勤:    2 新規     一般     5現存
     ２－１ (医       2) 平26. 9. 1こう 胃   
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  939101,475,2 医療法人　敬天会　武〒814-0104 092-822-5711医療法人　敬天会　理武田　卓 平26. 3. 9療養       118病院
     田病院 福岡県福岡市城南区別府４－５－常　勤:    2事長　武田　卓 移動 内   整外 リハ現存
     ８ (医       2) 平26. 3. 9
     非常勤:   14
     (医      14)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  940101,476,0 西新いこいクリニック〒814-0002 092-852-1940國友　充康 國友　充康 平15. 2. 1精   神   心内診療所
     福岡県福岡市早良区西新４丁目９常　勤:    1 新規 内   現存
     番２８号 (医       1) 平27. 2. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  941101,477,8 ｉかたらいクリニック〒814-0011 092-832-7711石橋　賢治 石橋　賢治 平15. 3. 1心内 精   診療所
     福岡県福岡市早良区高取二丁目１常　勤:    1 新規 現存
     ７－５０ (医       1) 平27. 3. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  942101,479,4 分山眼科福重クリニッ〒819-0022 092-883-2818医療法人貴愛会　理事竹原　昭紀 平15. 4. 1眼   診療所
     ク 福岡県福岡市西区福重４丁目７番常　勤:    3長　分山　博志 新規 現存
     ６号 (医       3) 平27. 4. 1
     非常勤:    2
     (医       2)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  943101,481,0 莊田レディースクリニ〒810-0001 092-732-0018莊田　文哲 莊田　文哲 平25. 4. 1産婦 診療所
     ック 福岡県福岡市中央区天神１－１５常　勤:    1 移動 現存
     －６　３Ｆ (医       1) 平25. 4. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  944101,483,6 医療法人緒方内科医院〒819-0031 092-811-4726医療法人緒方内科医院緒方　佳晃 平15. 3.17内   胃   診療所
     福岡県福岡市西区橋本２丁目１７常　勤:    2　理事長　緒方　佳晃 組織変更 現存
     番３１号 (医       2) 平27. 3.17
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  945101,484,4 今井医院 〒810-0014 092-531-1987今井　隆弘 今井　隆弘 平15. 4. 1内   胃   神  診療所
     福岡県福岡市中央区平尾５丁目３常　勤:    2 交代 小   現存
     －７ (医       2) 平27. 4. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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  946101,485,1 医療法人和浩会安藤病〒814-0104 092-831-6911医療法人和浩会安藤病安藤　和三郎 平15. 4. 1一般        60病院
     院 福岡県福岡市城南区別府一丁目２常　勤:    3院　理事長　安藤　和 組織変更 外   整外 脳外現存
     番１号 (医       3)三郎 平27. 4. 1胃   循   
     非常勤:   16
     (医      16)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  947101,486,9 医療法人　宮脇クリニ〒814-0032 092-841-3636医療法人　宮脇クリニ宮脇　仁 平17.12. 1外   循   胃  診療所
     ック 福岡県福岡市早良区小田部４丁目常　勤:    1ック　理事長　宮脇　 移動 心外 皮   現存
     ４番１号 (医       1)仁 平29.12. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  948101,489,3 医療法人海洋会駅南メ〒819-0006 092-894-2770医療法人海洋会　理事松本　奈々子 平15. 5. 1精   神   心内診療所
     ンタルクリニック 福岡県福岡市西区姪浜駅南１丁目常　勤:    4長　倉光　正春 新規 現存
     ６番２４号 (医       4) 平27. 5. 1
     非常勤:    4
     (医       4)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  949101,490,1 医療法人としたに皮ふ〒814-0033 092-843-1222医療法人としたに皮ふ利谷　昭人 平15. 4. 1皮   アレ 形外診療所
     科医院 福岡県福岡市早良区有田７丁目２常　勤:    1科医院　理事長　利谷 組織変更 現存
     １－１６ (医       1)　昭人 平27. 4. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  950101,491,9 医療法人進藤整形外科〒814-0111 092-866-1660医療法人進藤整形外科進藤　 康 平15. 4. 1整外 リハ リウ診療所
     クリニック 福岡県福岡市城南区茶山５丁目２常　勤:    1クリニック　理事長　 組織変更 内   現存
     番６号 (医       1)進藤　 康 平27. 4. 1
     非常勤:    1
     (医       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  951101,493,5 赤坂かとうクリニック〒810-0041 092-737-3917加藤　美知 加藤　美知 平15. 4.21精   神   心内診療所
     福岡県福岡市中央区大名１－９－常　勤:    1 交代 神内 内   リハ現存
     ３０福岡観光ビル５階 (医       1) 平27. 4.21
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  952101,494,3 生野リウマチ整形外科〒814-0002 092-833-8030生野　英祐 生野　英祐 平15. 6. 1リウ 整外 内  診療所
     クリニック 福岡県福岡市早良区西新１－１０常　勤:    1 新規 現存
     －２７－１Ｆ (医       1) 平27. 6. 1
     非常勤:    6
     (医       6)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  953101,498,4 中垣内科小児科医院 〒810-0054 092-741-7158中垣　健 中垣　健 平15. 6. 1内   小   診療所
     福岡県福岡市中央区今川１丁目２常　勤:    1 交代 現存
     ４－２７ (医       1) 平27. 6. 1
     非常勤:    1
     (医       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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  954101,503,1 福岡山王病院 〒814-0001 092-832-1100医療法人社団　高邦会内藤　正俊 平21. 5. 1一般       199病院
     福岡県福岡市早良区百道浜３丁目常　勤:  101　理事長　高木　邦格 移動 内   呼内 神内現存
     ６番４５号 (医     101) 平27. 5. 1消   循   小  
     非常勤:   37 外   こう 呼外
     (医      37) 整外 形外 脳外
     産   婦   リハ
     皮   ひ   眼  
     耳い 放   麻  
     病理 臨床 透析
     心内 神   心外
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  955101,504,9 天神たばた眼科 〒810-0001 092-715-7522医療法人しんあい会　田畑　彦信 平15. 8. 1眼   診療所
     福岡県福岡市中央区天神２丁目８常　勤:    1理事長　松尾　眞二郎 交代 現存
     番１３３号 (医       1) 平27. 8. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  956101,506,4 戸髙内科呼吸器科クリ〒819-0022 092-891-4311戸髙　憲二 戸髙　憲二 平15. 9. 1内   呼   診療所
     ニック 福岡県福岡市西区福重３丁目２１常　勤:    1 新規 現存
     番３号 (医       1) 平27. 9. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  957101,507,2 医療法人浦クリニック〒814-0175 092-874-3030医療法人浦クリニック浦　俊郎 平15. 9. 1ひ   皮   診療所
     福岡県福岡市早良区田村４丁目２常　勤:    1　理事長　浦　俊郎 組織変更 現存
     ９番６号 (医       1) 平27. 9. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  958101,508,0 やすなが内科クリニッ〒814-0161 092-874-3433安永　芳樹 安永　芳樹 平24.10.29内   消   診療所
     ク 福岡県福岡市早良区飯倉４丁目８常　勤:    1 移動 現存
     －５－２ (医       1) 平24.10.29
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  959101,513,0 ひろた内科クリニック〒810-0062 092-738-8001廣田　雄一 廣田　雄一 平15.12. 1内   診療所
     福岡県福岡市中央区荒戸２丁目４常　勤:    1 新規 現存
     －１４サンクチュアリービル (医       1) 平27.12. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  960101,514,8 矢野整形外科クリニッ〒814-0123 092-533-1131矢野　浩二 矢野　浩二 平15.12. 1整外 リハ リウ診療所
     ク 福岡県福岡市城南区長尾２丁目４常　勤:    1 新規 現存
     －１３ (医       1) 平27.12. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  961101,515,5 医療法人阿部医院 〒810-0054 092-741-7295医療法人　阿部医院　古賀　光 平15.12. 1内   小   消  診療所
     福岡県福岡市中央区今川１丁目２常　勤:    1理事長　古賀　光 組織変更 現存
     番６号 (医       1) 平27.12. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  962101,516,3 医療法人ちはら内科医〒814-0022 092-833-5323医療法人ちはら内科医千原　純一 平15.12. 1内   循   診療所
     院 福岡県福岡市早良区原６丁目２３常　勤:    1院　理事長　千原　純 組織変更 現存
     番３０号 (医       1)一 平27.12. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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  963101,517,1 医療法人　まつおクリ〒819-0373 092-807-7788医療法人　まつおクリ松尾　圭三 平22.11. 1内   循   皮  診療所
     ニック 福岡県福岡市西区周船寺１丁目１常　勤:    2ニック　理事長　松尾 移動 形外 現存
     番３３号 (医       2)　圭三 平28.11. 1　
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  964101,518,9 胃腸科藤クリニック 〒810-0001 092-762-1310医療法人忠恕会　理事藤　洋吐 平15.12. 1胃   内   外  診療所
     福岡県福岡市中央区天神３丁目４常　勤:    1長　藤　洋吐 組織変更 こう 現存
     番８号天神重松ビル５階 (医       1) 平27.12. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  965101,519,7 医療法人天神光安整形〒810-0001 092-712-6060医療法人天神光安整形光安　知夫 平16. 1. 1整外 リハ 診療所
     外科クリニック 福岡県福岡市中央区天神１丁目６常　勤:    1外科クリニック　理事 新規 現存
     番８号 (医       1)長　光安　知夫 平28. 1. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  966101,520,5 もりた内科・胃腸科ク〒810-0041 092-725-3463守田　則一 守田　則一 平16. 1. 1内   胃   診療所
     リニック 福岡県福岡市中央区大名２丁目１常　勤:    1 新規 現存
     ２番９号赤坂ソフィアビル３階 (医       1) 平28. 1. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  967101,521,3 川原クリニック 〒814-0003 092-831-6660医療法人　川原クリニ川原　昭夫 平16. 1. 1内   胃   外  診療所
     福岡県福岡市早良区城西１丁目５常　勤:    1ック　理事長　川原　 組織変更 現存
     番２５号 (医       1)昭夫 平28. 1. 1
     非常勤:    1
     (医       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  968101,522,1 医療法人佐藤クリニッ〒810-0014 092-521-4361医療法人佐藤クリニッ佐藤　茂 平16. 1. 1外   内   消  診療所
     ク 福岡県福岡市中央区平尾２丁目１常　勤:    2ク　理事長　佐藤　元 組織変更 循   現存
     ９番１０号 (医       2)一 平28. 1. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  969101,523,9 医療法人中央レディス〒810-0001 092-736-3355医療法人中央レディス結城　裕之 平25. 9.17婦   診療所
     クリニック 福岡県福岡市中央区天神２丁目４常　勤:    2クリニック　理事長　 移動 現存
     番３８号 (医       2)結城　裕之 平25. 9.17
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  970101,525,4 おながわ小児科アレル〒819-0041 092-885-7878医療法人社団おながわ女川　裕司 平16. 1. 1小   アレ 診療所
     ギー科クリニック 福岡県福岡市西区拾六町１丁目２常　勤:    1クリニック　理事長　 組織変更 現存
     番７号 (医       1)女川　裕司 平28. 1. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  971101,526,2 医療法人わたなべ小児〒814-0003 092-832-8228医療法人わたなべ小児渡邉　俊明 平30. 1. 9小   診療所
     科 福岡市早良区城西３丁目７番１７常　勤:    1科　理事長　渡邉　俊 移動 現存
     号 (医       1)明 平30. 1. 9
     非常勤:    1
     (医       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  972101,527,0 唐人町ステーションク〒810-0063 092-712-2551土屋　直信 土屋　直信 平16. 1.10消   呼   外  診療所
     リニック 福岡県福岡市中央区唐人町１－６常　勤:    1 移動 こう リハ 現存
     －１４春野ビル２Ｆ (医       1) 平28. 1.10
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  973101,528,8 高木医院 〒810-0011 092-526-7252高木　賢明 高木　賢明 平16. 3. 1外   胃   呼  診療所
     福岡県福岡市中央区高砂１丁目１常　勤:    1 新規 リハ 現存
     ８－１０ (医       1) 平28. 3. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  974101,529,6 あいここどもクリニッ〒814-0015 092-821-4621医療法人たかき　理事髙木　愛子 平16. 2. 1小   アレ 診療所
     ク 福岡県福岡市早良区室見２丁目１常　勤:    2長　髙木　愛子 組織変更 現存
     ２番２号 (医       2) 平28. 2. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  975101,533,8 医療法人ＭＡＬＣ　松〒814-0163 092-861-5109医療法人ＭＡＬＣ　理松口　素彦 平16. 2. 4一般        10診療所
     口レディースクリニッ福岡県福岡市早良区干隈３丁目１常　勤:    2事長　松口　素彦 組織変更 産   婦   現存
     ク ４－１ (医       2) 平28. 2. 4
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  976101,534,6 ふくだ内科 〒810-0042 092-739-8065福田　敏郎 福田　敏郎 平16. 5. 1内   診療所
     福岡県福岡市中央区赤坂２丁目２常　勤:    1 新規 現存
     番４５号赤坂シャトー松風１０２(医       1) 平28. 5. 1
     号
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  977101,538,7 医療法人くが脳神経外〒819-0041 092-894-3777医療法人くが脳神経外空閑　茂樹 平16. 5. 1脳外 診療所
     科クリニック 福岡県福岡市西区拾六町５丁目１常　勤:    1科クリニック　理事長 組織変更 現存
     ７番１７号 (医       1)　空閑　茂樹 平28. 5. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  978101,539,5 医療法人浜本整形外科〒811-1102 092-872-8611医療法人浜本整形外科濵本　尚志 平16. 5. 1整外 リハ リウ診療所
     医院 福岡県福岡市早良区東入部一丁目常　勤:    1医院　理事長　濵本　 組織変更 現存
     ３番３３号 (医       1)尚志 平28. 5. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  979101,541,1 医療法人Ｍａｎｎａ＆〒814-0123 092-866-8800医療法人Ｍａｎｎａ＆東川　昌紀 平16. 5. 1小   アレ 診療所
     Ｂａｂｙこどもクリニ福岡県福岡市城南区長尾４丁目６常　勤:    1Ｂａｂｙこどもクリニ 組織変更 現存
     ック 番１７号 (医       1)ック　理事長　東川　 平28. 5. 1
     昌紀
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  980101,543,7 医療法人Ｄｒ．リン　〒819-0031 092-812-1166医療法人Ｄｒ．リン　林　士弘 平22. 3. 1皮   形外 アレ診療所
     Ｄｒ．リン皮ふ科・形福岡県福岡市西区橋本２丁目３３常　勤:    1理事長　林　士弘 移動 現存
     成外科 －３４ (医       1) 平28. 3. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  981101,544,5 つじ耳鼻咽喉科クリニ〒814-0161 092-872-5001辻　剛二 辻　剛二 平16. 7. 1耳い アレ 診療所
     ック 福岡県福岡市早良区飯倉７丁目３常　勤:    1 新規 現存
     番７号 (医       1) 平28. 7. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  982101,545,2 まつおか眼科クリニッ〒814-0161 092-204-5750松岡　洋一郎 松岡　洋一郎 平16. 7. 1眼   診療所
     ク 福岡県福岡市早良区飯倉７－３－常　勤:    1 新規 現存
     ７ (医       1) 平28. 7. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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  983101,546,0 インターナショナル唐〒810-0064 092-717-1000シュレンペル　ロナルシュレンペル　ロナル平16. 7. 1内   呼   消  診療所
     人町クリニック 福岡県福岡市中央区地行１丁目４常　勤:    1ドユルゲン ドユルゲン 新規 循   現存
     番６号 (医       1) 平28. 7. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  984101,549,4 薬院高橋皮ふ科クリニ〒810-0022 092-737-1881医療法人桃源堂　高橋髙 　雅弘 平16. 8. 1美外 皮   アレ診療所
     ック 福岡県福岡市中央区薬院１丁目５常　勤:    1皮ふ科医院　理事長　 新規 現存
     番１１号薬院ヒルズビル２階 (医       1)髙 　雅弘 平28. 8. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  985101,552,8 おだ内科クリニック 〒814-0111 092-822-1651小田　俊一 小田　俊一 平16.10. 1内   消   診療所
     福岡県福岡市城南区茶山１丁目６常　勤:    1 新規 現存
     －１０第２茶山ビル１階 (医       1) 平28.10. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  986101,555,1 医療法人オガワ眼科ク〒819-0002 092-892-3365医療法人オガワ眼科ク小川　修介 平16.10. 1眼   診療所
     リニック 福岡県福岡市西区姪の浜四丁目８常　勤:    1リニック　理事長　小 新規 現存
     番２号 (医       1)川　修介 平28.10. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  987101,556,9 すこやかクリニック 〒814-0006 092-846-1722荻本　裕子 荻本　裕子 平18. 7. 1内   診療所
     福岡県福岡市早良区百道１－２５常　勤:    1 移動 現存
     －１０　レジアス百道１Ｆ (医       1) 平24. 7. 1
     非常勤:    2
     (医       2)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  988101,561,9 なかむら内科クリニッ〒810-0073 092-751-2345中村　東樹 中村　東樹 平16.12. 1内   消   診療所
     ク 福岡県福岡市中央区舞鶴３丁目２常　勤:    1 新規 現存
     －１ジブラルタ生命ビル２Ｆ (医       1) 平28.12. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  989101,562,7 医療法人　犬丸医院 〒814-0032 092-831-3762医療法人　犬丸医院　犬丸　雅比古 平16.12. 1内   小   胃  診療所
     福岡県福岡市早良区小田部１丁目常　勤:    1理事長　犬丸　雅比古 組織変更 現存
     ６番５号 (医       1) 平28.12. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  990101,563,5 医療法人髙橋脳神経外〒814-0161 092-866-0777医療法人髙橋脳神経外髙橋　禎彦 平16.12. 1脳外 リハ 診療所
     科 福岡県福岡市早良区飯倉７丁目１常　勤:    1科　理事長　髙橋　禎 組織変更 現存
     番７号 (医       1)彦 平28.12. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  991101,564,3 医療法人二田哲博クリ〒819-0006 092-883-1188医療法人二田哲博クリ下野　大 平16.12. 1内   診療所
     ニック 福岡県福岡市西区姪浜駅南１丁目常　勤:    2ニック　理事長　二田 組織変更 現存
     ２番１７号 (医       2)　哲博 平28.12. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  992101,565,0 医療法人成志会　長澤〒814-0161 092-871-5320医療法人成志会　理事長澤　一成 平16.12. 1内   循   小  診療所
     医院 福岡県福岡市早良区飯倉五丁目１常　勤:    3長　長澤　一成 組織変更 現存
     ５番３４号 (医       3) 平28.12. 1
     非常勤:    3
     (医       3)
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  993101,567,6 医療法人　すがお内科〒814-0133 092-801-6003医療法人　すがお内科菅尾　頼明 平22. 4.26内   循   アレ診療所
     クリニック 福岡県福岡市城南区七隈４丁目１常　勤:    2クリニック　理事長　 移動 現存
     １番３号 (医       1)菅尾　頼明 平28. 4.26
     (薬       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  994101,568,4 医療法人よしとみ内科〒819-0006 092-892-1533医療法人よしとみ内科吉冨　亮太 平16.12. 1内   診療所
     クリニック 福岡県福岡市西区姪浜駅南３丁目常　勤:    2クリニック　理事長　 組織変更 現存
     １７番１７号 (医       2)吉冨　亮太 平28.12. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  995101,571,8 医療法人稲村脳神経外〒814-0002 092-844-5000医療法人稲村脳神経外稲村　孝紀 平17. 1. 1神内 脳外 リハ診療所
     科クリニック 福岡県福岡市早良区西新４丁目９常　勤:    1科クリニック　理事長 組織変更 現存
     番３５号真栄ビル２Ｆ (医       1)　稲村　孝紀 平29. 1. 1
     非常勤:    7
     (医       7)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  996101,572,6 医療法人三裕会　拾六〒819-0041 092-881-0112医療法人三裕会　理事松葉　健一 平17. 1. 1療養 病院
     町病院 福岡県福岡市西区拾六町二丁目２常　勤:    3長　倉光　正太郎 組織変更     療養    62療養病床
     ３番１０号 (医       2) 平29. 1. 1内   現存
     (薬       1)
     非常勤:    7
     (医       7)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  997101,577,5 酒井内科循環器科 〒814-0104 092-821-7408酒井　喜久雄 酒井　喜久雄 平17. 4. 1内   循   診療所
     福岡県福岡市城南区別府４丁目４常　勤:    1 新規 現存
     －４ (医       1) 平29. 4. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  998101,578,3 ふなこしレディスクリ〒810-0031 092-751-2754舟越　邦明 舟越　邦明 平17. 4. 1産婦 診療所
     ニック 福岡県福岡市中央区谷１丁目１３常　勤:    1 新規 現存
     －５ (医       1) 平29. 4. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  999101,579,1 だい小児科内科医院 〒814-0104 092-821-0865 　俊一 　俊一 平17. 1. 1内   胃   循  診療所
     福岡県福岡市城南区別府２丁目２常　勤:    1 交代 小   現存
     ０番４６－１０１号 (医       1) 平29. 1. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1000101,580,9 吉村圭子眼科クリニッ〒814-0002 092-841-8855吉村　圭子 吉村　圭子 平17. 4. 1眼   診療所
     ク 福岡県福岡市早良区西新１丁目７常　勤:    1 新規 現存
     番２５号ホワイティ西新１階 (医       1) 平29. 4. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1001101,581,7 井上内科クリニック 〒814-0175 092-801-5101井上　燈爾 井上　燈爾 平17. 4. 1内   循   呼  診療所
     福岡県福岡市早良区田村７丁目７常　勤:    1 交代 現存
     の２ (医       1) 平29. 4. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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 1002101,582,5 医療法人　とよわ会　〒814-0033 092-847-1155医療法人　とよわ会　池尻　裕一 平17. 4. 1消   こう 外  診療所
     池尻裕一クリニック 福岡県福岡市早良区有田１丁目３常　勤:    1理事長　池尻　裕一 組織変更 内   現存
     ４番８号 (医       1) 平29. 4. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1003101,584,1 はたなか皮ふ科・ひ尿〒814-0121 092-874-5331畑中　政之 畑中　政之 平17. 5. 1ひ   皮   診療所
     器科クリニック 福岡県福岡市城南区神松寺２－１常　勤:    1 新規 現存
     ６－８ (医       1) 平29. 5. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1004101,586,6 医療法人　ビジョナリ〒810-0001 092-720-3077医療法人　ビジョナリ鷺山　和幸 平17. 5. 1ひ   診療所
     ー　さぎやま泌尿器ク福岡県福岡市中央区天神１丁目３常　勤:    2ー　理事長　鷺山　和 組織変更 現存
     リニック 番３８号天神１２１ビル３階 (医       2)幸 平29. 5. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1005101,587,4 医療法人真愛会　國﨑〒819-0168 092-805-5050医療法人真愛会　理事國﨑　真 平17. 5. 1内   循   診療所
     真クリニック 福岡県福岡市西区今宿駅前１丁目常　勤:    1長　國﨑　真 組織変更 現存
     ７－６ (医       1) 平29. 5. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1006101,592,4 医療法人　増田クリニ〒810-0041 092-771-1620医療法人　増田クリニ増田　雄大 平27. 3. 1内   胃   呼内診療所
     ック　あかさか内科・福岡県福岡市中央区大名２丁目４常　勤:    1ック　理事長　増田　 移動 現存
     内視鏡内科 番３０号　西鉄赤坂ビル２階 (医       1)雄一 平27. 3. 1
     非常勤:    6
     (医       6)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1007101,594,0 医療法人武田内科 〒814-0015 092-845-0865医療法人武田内科　理武田　大輔 平26.11. 1内   診療所
     福岡県福岡市早良区室見１丁目１常　勤:    2事長　武田　大輔 移動 現存
     ０－８ (医       2) 平26.11. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1008101,595,7 とりごえ医院 〒819-0054 092-881-5000医療法人　とりごえ医鳥越　隆三 平17. 7. 1一般 診療所
     福岡県福岡市西区上山門一丁目７常　勤:    1院　理事長　鳥越　隆 交代     一般    19現存
     番６号 (医       1)三 平23. 7. 1内   胃   外  
     非常勤:    2 麻   脳外 
     (医       2)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1009101,600,5 いなみつこどもクリニ〒819-0041 092-895-1161医療法人　ＩＳＣ　理稲光　毅 平17.10. 1一般    診療所
     ック 福岡県福岡市西区拾六町３丁目８常　勤:    2事長　稲光　毅 新規 小   耳い 現存
     －１３レイナ拾六町１Ｆ (医       2) 平29.10. 1
     非常勤:    5
     (医       5)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1010101,608,8 整形外科　浄水通りク〒810-0022 092-533-5331西岡　英次 西岡　英次 平17.11. 1整外 リウ 診療所
     リニック 福岡県福岡市中央区薬院４丁目１常　勤:    1 新規 現存
     －２７　薬院大通りセンタービル(医       1) 平29.11. 1
     １番館２１２
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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 1011101,610,4 林　産婦人科医院 〒810-0012 092-521-8520林　元治 林　元治 平17.10.29一般         5診療所
     福岡県福岡市中央区白金２－３－常　勤:    1 交代 産婦 現存
     １４ (医       1) 平29.10.29
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1012101,611,2 姪の浜脳神経外科クリ〒819-0006 092-884-0122富田　恵輔 富田　恵輔 平17.12. 1脳外 神内 診療所
     ニック 福岡県福岡市西区姪浜駅南２丁目常　勤:    1 新規 現存
     ２３番５号 (医       1) 平29.12. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1013101,612,0 中村医院 〒811-1123 092-804-2208中村　尚德 中村　尚德 平17.10.28内   小   循  診療所
     福岡県福岡市早良区内野２丁目２常　勤:    1 交代 現存
     ０－１０ (医       1) 平29.10.28
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1014101,614,6 佐野クリニック 〒810-0001 092-751-0333佐野　徹 佐野　徹 平17.12. 1形外 美外 診療所
     福岡県福岡市中央区天神２丁目７常　勤:    1 新規 現存
     －９天神サザン通り天神２７ビル(医       1) 平29.12. 1
     ６Ｆ
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1015101,618,7 森内科循環器科医院 〒810-0011 092-531-1958森　卓 森　卓 平17.12. 1内   循   診療所
     福岡県福岡市中央区高砂２丁目１常　勤:    1 交代 現存
     ８－１２ (医       1) 平29.12. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1016101,620,3 医療法人　せと山荘ク〒810-0014 092-534-3477医療法人　せと山荘ク新原　勇三 平18. 1. 1内   外   麻  診療所
     リニック 福岡県福岡市中央区平尾５－４－常　勤:    2リニック　理事長　新 組織変更 リハ 現存
     ２１－１階 (医       2)原　勇三 平30. 1. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1017101,621,1 武田医院 〒810-0035 092-713-6082武田　良一 武田　良一 平18. 1. 1内   消   放  診療所
     福岡県福岡市中央区梅光園１丁目常　勤:    1 交代 現存
     ２の６ (医       1) 平30. 1. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1018101,622,9 医療法人　まえだ眼科〒810-0034 092-751-8330医療法人　まえだ眼科前田　邦彦 平18. 1. 1眼   診療所
     医院 福岡県福岡市中央区笹丘１丁目１常　勤:    1医院　理事長　前田　 組織変更 現存
     １番１３号 (医       1)邦彦 平30. 1. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1019101,627,8 香林堂クリニック 〒814-0021 092-852-7633堀田　秀一 堀田　秀一 平18. 2. 1内   診療所
     福岡県福岡市早良区荒江２－９－常　勤:    1 新規 現存
     ２４ (医       1) 平30. 2. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1020101,630,2 くろだクリニック 〒814-0001 092-846-4466黒田　雄志 黒田　雄志 平18. 2. 1消   こう 外  診療所
     福岡県福岡市早良区百道浜４丁目常　勤:    1 交代 現存
     １３番２号 (医       1) 平30. 2. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1021101,631,0 平尾駅心療クリニック〒810-0014 092-531-2828井上　隆則 井上　隆則 平18. 3. 1心内 精   診療所
     福岡県福岡市中央区平尾２－５－常　勤:    1 新規 現存
     ８西鉄平尾駅ビル３Ｆ (医       1) 平30. 3. 1
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 1022101,632,8 つるのぼるクリニック〒810-0014 092-522-0505津留　徳 津留　徳 平18. 4. 1小   診療所
     福岡県福岡市中央区平尾２丁目５常　勤:    2 新規 現存
     －８－３階西鉄平尾メディカルフ(医       2) 平30. 4. 1
     ロア
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1023101,636,9 きよさわ眼科 〒810-0014 092-521-0559清澤　敦子 清澤　敦子 平21. 6. 8眼   診療所
     福岡県福岡市中央区平尾２－１６常　勤:    1 移動 現存
     －１５平尾ビル１Ｆ (医       1) 平27. 6. 8
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1024101,637,7 江副整形外科クリニッ〒814-0161 092-864-2323江副　正光 江副　正光 平18. 4. 1整外 リハ 診療所
     ク 福岡県福岡市早良区飯倉６丁目２常　勤:    1 新規 現存
     ４－２３ (医       1) 平30. 4. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1025101,638,5 田中診療所 〒810-0023 092-781-7055田中　孝幸 田中　孝幸 平18. 4. 1内   診療所
     福岡県福岡市中央区警固２－１５常　勤:    1 新規 現存
     －７第２警固丸ビル５０３ (医       1) 平24. 4. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1026101,642,7 福岡アールスキンケア〒810-0041 092-735-1710医療法人　有美加　理三原　栄作 平18. 5. 1皮   形外 精  診療所
     クリニック 福岡県福岡市中央区大名２丁目１常　勤:    1事長　三原　栄作 組織変更 心内 ひ   現存
     番５３号 (医       1) 平30. 5. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1027101,643,5 天神二丁目アイクリニ〒810-0001 092-736-0031下内　大樹 下内　大樹 平24. 9.19眼   診療所
     ック 福岡県福岡市中央区天神二丁目８常　勤:    1 移動 現存
     番４９号ヒューリック福岡ビル６(医       1) 平24. 9.19
     階
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1028101,644,3 山本外科・胃腸科医院〒814-0164 092-871-1101山本　貴文 山本　貴文 平18. 4.28一般        18診療所
     福岡県福岡市早良区賀茂２丁目６常　勤:    1 交代 外   胃   こう現存
     －３８ (医       1) 平30. 4.28
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1029101,646,8 医療法人恵臣会　吉村〒810-0014 092-534-0088医療法人　恵臣会　理吉村　龍司 平18. 5. 1一般 診療所
     内科 福岡県福岡市中央区平尾３丁目７常　勤:    1事長　吉村　龍司 組織変更     一般    19現存
     番１６号 (医       1) 平30. 5. 1内   循   呼  
     非常勤:   17 消   リハ 
     (医      17)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1030101,647,6 医療法人まいこクリニ〒814-0033 092-874-0033医療法人まいこクリニ藤川　麻衣子 平18. 5. 1小   診療所
     ック　まいこ小児科ク福岡県福岡市早良区有田５丁目２常　勤:    1ック　理事長　藤川　 組織変更 現存
     リニック ３番２５号 (医       1)麻衣子 平30. 5. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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 1031101,649,2 医療法人瑛和会　眼科〒810-0062 092-737-7171医療法人瑛和会　理事川﨑　貴子 平18. 5. 1眼   診療所
     かわさき貴子クリニッ福岡県福岡市中央区荒戸１丁目１常　勤:    1長　川﨑　貴子 組織変更 現存
     ク 番３号大濠ジョイビル１階 (医       1) 平30. 5. 1
     非常勤:    3
     (医       3)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1032101,656,7 次郎丸メンタルクリニ〒814-0165 092-874-0601医療法人　海洋会　理下村　嘉一郎 平18. 9. 1心内 神   精  診療所
     ック 福岡県福岡市早良区次郎丸２－１常　勤:    2事長　倉光　正春 新規 現存
     ０－３　　柴田ビル２階 (医       2) 平24. 9. 1
     非常勤:    2
     (医       2)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1033101,658,3 脇元クリニック 〒810-0001 092-751-0010脇元　安 脇元　安 平18. 9. 1心内 神   精  診療所
     福岡県福岡市中央区天神２丁目８常　勤:    1 移動 現存
     －４９ヒューリック福岡ビル２階(医       1) 平24. 9. 1
     非常勤:    1
     (医       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1034101,659,1 医療法人ＳＳＣ　坂口〒819-0025 092-894-1115医療法人ＳＳＣ　理事周防屋　明子 平18.10. 1一般 診療所
     耳鼻咽喉科 福岡県福岡市西区石丸２丁目４０常　勤:    2長　坂口　伸治 新規     一般     9現存
     番２６号 (医       2) 平24.10. 1耳い 気食 アレ
     非常勤:    9 形外 小   麻  
     (医       9)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1035101,661,7 やまだクリニック 〒819-0006 092-883-2488山田　勝博 山田　勝博 平18.11. 1胃   こう 内  診療所
     福岡県福岡市西区姪浜駅南２－１常　勤:    1 新規 現存
     －３７メディカルビル竹下３Ｆ (医       1) 平24.11. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1036101,662,5 まちどり内科クリニッ〒810-0001 092-732-8800待鳥　浩信 待鳥　浩信 平18.12. 1内   胃   呼  診療所
     ク 福岡県福岡市中央区天神２－８－常　勤:    1 新規 現存
     ４９福岡富士ビル　４階 (医       1) 平24.12. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1037101,663,3 えとうかずこメンタル〒814-0002 092-832-2500衛藤　和子 衛藤　和子 平18.12. 1心内 精   診療所
     クリニック 福岡県福岡市早良区西新４丁目９常　勤:    1 新規 現存
     －３５真栄ビル２Ｆ (医       1) 平24.12. 1
     非常勤:    1
     (医       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1038101,665,8 井林眼科クリニック 〒814-0032 092-404-5760井林　裕子 井林　裕子 平19. 1. 1眼   内   診療所
     福岡県福岡市早良区小田部７丁目常　勤:    1 新規 現存
     １９－１２ (医       1) 平25. 1. 1
     非常勤:    1
     (医       1)
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 1039101,666,6 医療法人ＦＡＡ　おお〒814-0165 092-874-8171医療法人ＦＡＡ　おお大塚　誠 平19. 6.11内   胃   呼  診療所
     つかクリニック 福岡県福岡市早良区次郎丸２丁目常　勤:    3つかクリニック　理事 移動 リウ アレ 現存
     １０番４３号次郎丸クリニックビ(医       3)長　大塚　由美 平25. 6.11
     ル２Ｆ 非常勤:    4
     (医       4)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1040101,667,4 医療法人　畠山内科胃〒810-0024 092-761-7453医療法人　畠山内科胃畠山　定宗 平18.12. 1内   胃   小  診療所
     腸科クリニック 福岡県福岡市中央区桜坂１－３－常　勤:    2腸科クリニック　理事 その他 現存
     ３１ (医       2)長　畠山　定宗 平24.12. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1041101,668,2 医療法人　三恵外科医〒814-0003 092-841-0114医療法人　三恵外科医加藤　眞理 平18.12. 1一般 診療所
     院 福岡県福岡市早良区城西２丁目６常　勤:    1院　理事長　加藤　眞 組織変更     一般    13療養病床
     番２１号 (医       1)理 平24.12. 1療養 現存
     非常勤:    4     療養     6
     (医       4) 外   胃   整外
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1042101,670,8 医療法人　佐々木レデ〒814-0015 092-832-2285医療法人　佐々木レデ佐々木　淑 平18.12.15産婦 診療所
     ィースクリニック 福岡県福岡市早良区室見２丁目３常　勤:    1ィースクリニック　理 組織変更 現存
     番１９号 (医       1)事長　佐々木　淑 平24.12.15
     非常勤:    1
     (医       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1043101,676,5 医療法人明仁会　つづ〒814-0022 092-831-7781医療法人　明仁会　理都築　克幸 平19. 3. 1一般        17診療所
     きクリニック 福岡県福岡市早良区原４丁目４番常　勤:    3事長　都築　義明 その他 外   整外 胃  現存
     １５号 (医       3) 平25. 3. 1循   
     非常勤:    2
     (医       2)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1044101,678,1 三松眼科医院 〒814-0171 092-871-2511三松　栄之 三松　栄之 平19. 4. 1眼   診療所
     福岡県福岡市早良区野芥２丁目３常　勤:    2 交代 現存
     －５ (医       2) 平25. 4. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1045101,679,9 医療法人　川﨑胃腸科〒810-0042 092-736-5601医療法人　川﨑胃腸科川﨑　真澄 平19. 4. 1内   胃   診療所
     ・内科クリニック 福岡県福岡市中央区赤坂２丁目６常　勤:    1・内科クリニック　理 組織変更 現存
     －１ (医       1)事長　川﨑　真澄 平25. 4. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1046101,680,7 ウェルネス天神クリニ〒810-0001 092-738-3335医療法人財団　博愛会橋本　俊彦 平19. 5. 1内   他   診療所
     ック 福岡市中央区天神１－１４－４－常　勤:    1　理事長　那須　繁 新規 現存
     ４Ｆ (医       1) 平25. 5. 1
     非常勤:    3
     (医       3)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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 1047101,681,5 医療法人　北口内科消〒814-0174 092-864-5511医療法人　北口内科消北口　安芳 平19. 4. 2内   消   診療所
     化器科医院 福岡県福岡市早良区田隈２丁目３常　勤:    1化器科医院　理事長　 組織変更 現存
     ４－１８ (医       1)北口　安芳 平25. 4. 2
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1048101,682,3 医療法人新生会　賀来〒810-0022 092-525-3100医療法人　新生会　理賀来　博光 平19. 5. 1精   診療所
     メンタルクリニック 福岡県福岡市中央区薬院四丁目１常　勤:    1事長　賀来　博光 新規 現存
     番２６号薬院大通センタービル２(医       1) 平25. 5. 1
     ０３号 非常勤:    1
     (医       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1049101,683,1 今山修平クリニック＆〒814-0002 092-832-1655今山　修平 今山　修平 平19. 5. 1皮   アレ 他  診療所
     ラボ 福岡県福岡市早良区西新２－７－常　勤:    1 新規 現存
     ８ラクレイス西新２階 (医       1) 平25. 5. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1050101,684,9 柴田　佳子　クリニッ〒810-0001 092-718-1807柴田　佳子 柴田　佳子 平25. 5. 7形外 皮   診療所
     ク 福岡県福岡市中央区天神１丁目６常　勤:    1 移動 現存
     －８天神ツインビル５階 (医       1) 平25. 5. 7
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1051101,686,4 医療法人　迫内科循環〒810-0022 092-533-5230医療法人　迫内科循環迫　重樹 平19. 5. 1内   循   診療所
     器科クリニック 福岡県福岡市中央区薬院４丁目１常　勤:    1器科クリニック　理事 組織変更 現存
     －２６－２０５ (医       1)長　迫　重樹 平25. 5. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1052101,687,2 しげた消化器科・外科〒814-0123 092-865-6655繁田　公志 繁田　公志 平19. 5. 1消   外   こう診療所
     医院 福岡県福岡市城南区長尾１丁目１常　勤:    1 交代 リハ 内   整外現存
     ９－１ (医       1) 平25. 5. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1053101,688,0 医療法人　啓林堂クリ〒814-0022 092-873-7877医療法人　啓林堂クリ鐘ケ江　重宏 平19. 5. 1ひ   皮   診療所
     ニック 福岡県福岡市早良区原８丁目２番常　勤:    1ニック　理事長　鐘ケ 組織変更 現存
     ２６号 (医       1)江　重宏 平25. 5. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1054101,689,8 医療法人草創の会　草〒814-0171 092-861-1812医療法人草創の会　草草野　忠良 平19. 5. 1内   小   消  診療所
     野医院 福岡県福岡市早良区野芥３丁目１常　勤:    1野医院　理事長　草野 組織変更 心内 現存
     ４番５号 (医       1)　忠良 平25. 5. 1
     非常勤:    1
     (医       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1055101,690,6 医療法人　ふじのクリ〒810-0001 092-771-8960医療法人　ふじのクリ藤野　龍一 平19. 5. 1内   消   循  診療所
     ニック 福岡県福岡市中央区天神２－１４常　勤:    1ニック　理事長　藤野 組織変更 麻   現存
     －８福岡天神センタービル５Ｆ (医       1)　龍一 平25. 5. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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 1056101,691,4 医療法人　光安整形外〒810-0062 092-741-5093医療法人　光安整形外光安　元夫 平19. 5. 1一般 診療所
     科 福岡県福岡市中央区荒戸２丁目３常　勤:    2科　理事長　光安　元 組織変更     一般    19現存
     番２６号 (医       2)夫 平25. 5. 1整外 
     非常勤:    3
     (医       3)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1057101,692,2 医療法人　ほんだクリ〒814-0171 092-873-6377医療法人　ほんだクリ本田　信介 平19. 5. 1消   内   外  診療所
     ニック 福岡県福岡市早良区野芥２丁目１常　勤:    1ニック　理事長　本田 組織変更 現存
     番３８－２０１号 (医       1)　信介 平25. 5. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1058101,693,0 医療法人　本多耳鼻咽〒814-0002 092-851-9893医療法人本多耳鼻咽喉本多　一至 平19. 5. 1耳い 気食 アレ診療所
     喉科医院 福岡県福岡市早良区西新５丁目１常　勤:    1科医院　理事長　本多 その他 現存
     番３３号 (医       1)　一至 平25. 5. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1059101,694,8 医療法人　市田胃腸ク〒814-0153 092-557-8181医療法人　市田胃腸ク市田　治 平19. 5. 1一般 診療所
     リニック 福岡県福岡市城南区樋井川３丁目常　勤:    1リニック　理事長　市 組織変更     一般     3現存
     ２０番１０号 (医       1)田　治 平25. 5. 1内   胃   こう
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1060101,695,5 医療法人蓮会　はすお〒819-0168 092-805-5080医療法人　蓮会　理事蓮尾　研二 平19. 5. 1ひ   診療所
     泌尿器科 福岡県福岡市西区今宿駅前１丁目常　勤:    1長　蓮尾　研二 組織変更 現存
     ２－２０ (医       1) 平25. 5. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1061101,696,3 医療法人　あらせ内科〒814-0144 092-861-6011医療法人　あらせ内科荒瀬　高一 平19. 5. 1内   胃   心内診療所
     福岡県福岡市城南区梅林１丁目１常　勤:    1　理事長　荒瀬　高一 組織変更 現存
     ９番３号グリシーヌ梅林１Ｆ (医       1) 平25. 5. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1062101,697,1 医療法人太田整形外科〒814-0011 092-847-3633医療法人太田整形外科太田　剛 平25.10. 1整外 リハ リウ診療所
     クリニック 福岡県福岡市早良区高取１丁目１常　勤:    1クリニック　理事長　 移動 現存
     番２１号 (医       1)太田　剛 平25.10. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1063101,698,9 医療法人　高森整形外〒819-0031 092-811-3236医療法人　高森外科・高森　義博 平19. 6. 1一般 診療所
     (103,842,7) 科・内科 福岡県福岡市西区橋本１丁目１０常　勤:    4内科　高森　義博 組織変更     一般    19現存
     番３５号 (医       3) 平25. 6. 1内   消   外  
     (歯       1) 整外 リハ 歯  
     非常勤:    2 胃   
     (医       1)
     (歯       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1064101,699,7 高木胃腸科内科医院 〒814-0011 092-851-4587高木　孝輔 高木　孝輔 平19. 6. 1胃   内   診療所
     福岡県福岡市早良区高取１丁目１常　勤:    1 交代 現存
     －５３ (医       1) 平25. 6. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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 1065101,700,3 西南泌尿器科クリニッ〒814-0104 092-852-2131医療法人　西南泌尿器持田　蔵 平19. 6. 1一般 診療所
     ク 福岡県福岡市城南区別府３丁目１常　勤:    3科クリニック　理事長 組織変更     一般    14現存
     番６号 (医       3)　持田　蔵 平25. 6. 1ひ   麻   
     非常勤:    1
     (医       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1066101,701,1 医療法人爽々会　馬場〒814-0142 092-866-1151医療法人爽々会　馬場馬場　崇 平19. 6. 1内   消   診療所
     内科 福岡県福岡市城南区片江２丁目１常　勤:    1内科　理事長　馬場　 組織変更 現存
     ７番１２号 (医       1)崇 平25. 6. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1067101,704,5 かんざき泌尿器科 〒810-0042 092-725-7498神崎　仁徳 神崎　仁徳 平19. 7. 1ひ   内   皮  診療所
     福岡県福岡市中央区赤坂１丁目１常　勤:    1 新規 現存
     １－１２ (医       1) 平25. 7. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1068101,705,2 医療法人　さのウィメ〒810-0062 092-739-1717医療法人　さのウィメ佐野　正敏 平19. 7. 1一般 診療所
     ンズクリニック 福岡県福岡市中央区荒戸１丁目１常　勤:    1ンズクリニック　理事 組織変更     一般     2現存
     番６号福岡大濠ビル２Ｆ (医       1)長　佐野　正敏 平25. 7. 1産婦 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1069101,706,0 医療法人社団益豊会　〒819-0167 092-806-0070医療法人社団　益豊会深堀　元文 平19. 7. 1精神 病院
     今宿病院 福岡県福岡市西区今宿２丁目１２常　勤:    6　理事長　深堀　元文 組織変更     精神   140現存
     番７号 (医       6) 平25. 7. 1精   神   内  
     非常勤:   11 心内 
     (医      11)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1070101,707,8 吉田耳鼻咽喉科 〒810-0042 092-741-1464吉田　申一 吉田　申一 平19. 7. 1耳い 診療所
     福岡県福岡市中央区赤坂１丁目１常　勤:    1 交代 現存
     ２番８号 (医       1) 平25. 7. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1071101,708,6 小野内科クリニック 〒810-0001 092-771-6679案浦　美雪 案浦　美雪 平19. 7. 1内   循   診療所
     福岡県福岡市中央区天神１丁目９常　勤:    2 交代 現存
     －１７福岡天神フコク生命ビル (医       2) 平25. 7. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1072101,709,4 中央公園クリニック 〒810-0002 092-724-3951松野　敏行 松野　敏行 平19. 8. 1精   心内 診療所
     福岡県福岡市中央区西中洲６－２常　勤:    1 新規 現存
     ０占部ビル３階 (医       1) 平25. 8. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1073101,710,2 よしだクリニック 〒814-0164 092-866-2345医療法人　よしだクリ吉田　正裕 平21.10. 5内   呼   消  診療所
     福岡県福岡市早良区賀茂４丁目２常　勤:    1ニック　理事長　吉田 移動 現存
     ８番１９号 (医       1)　正裕 平27.10. 5
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1074101,714,4 りゅう・たけだクリニ〒819-0043 092-812-3722武田　韻諭 武田　韻諭 平19. 8. 1内   アレ 耳い診療所
     ック 福岡県福岡市西区野方６丁目２６常　勤:    1 交代 現存
     番６号 (医       1) 平25. 8. 1
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 1075101,715,1 福岡記念ＰＥＴ・健診〒810-0054 092-739-0110社会医療法人大成会　金子　恒一郎 平19. 9. 1内   放   産婦診療所
     センター 福岡県福岡市中央区今川２丁目１常　勤:    2理事長　黒田　康夫 新規 消   現存
     ６番１６号 (医       2) 平25. 9. 1
     非常勤:   29
     (医      29)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1076101,716,9 杉野敬子眼科クリニッ〒810-0022 092-533-5361医療法人　ＳＭＡＫ　杉野　敬子 平19. 8. 1眼   診療所
     ク 福岡県福岡市中央区薬院４丁目１常　勤:    2理事長　杉野　敬子 組織変更 現存
     －２７薬院大通センタービル１番(医       2) 平25. 8. 1
     館２１１
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1077101,718,5 植木外科クリニック 〒810-0012 092-534-5200植木　敏幸 植木　敏幸 平19.10. 1一般 診療所
     福岡県福岡市中央区白金２丁目１常　勤:    1 新規     一般    10療養病床
     １－９ (医       1) 平25.10. 1外   胃   消  現存
     非常勤:    2 呼   こう 
     (医       2)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1078101,719,3 わきさか内科 〒814-0013 092-852-7211脇坂　正則 脇坂　正則 平19.10. 1内   診療所
     福岡県福岡市早良区藤崎１丁目２常　勤:    1 新規 現存
     ４－１９藤崎メディカルビル２Ｆ(医       1) 平25.10. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1079101,720,1 心のクリニック　”新〒810-0001 092-718-1885山本　和範 山本　和範 平19.10. 1精   心内 診療所
     しい風” 福岡県福岡市中央区天神４丁目４常　勤:    1 新規 現存
     －２６天神吉柳ビル２Ｆ (医       1) 平25.10. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1080101,721,9 ふくおか睡眠クリニッ〒810-0041 092-400-2007福留　武朗 福留　武朗 平23.10.11内   麻   診療所
     ク 福岡県福岡市中央区大名２丁目１常　勤:    1 移動 現存
     ０番２号シャンボール大名Ｂ棟１(医       1) 平29.10.11
     ３０１号室 非常勤:    3
     (医       3)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1081101,722,7 安藤内科・循環器科ク〒819-0367 092-805-1666安藤　洋志 安藤　洋志 平19.11. 1内   循   呼  診療所
     リニック 福岡県福岡市西区西都１－７－３常　勤:    1 新規 消   現存
     ６ (医       1) 平25.11. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1082101,723,5 伊都こどもクリニック〒819-0367 092-806-2322山口　覚 山口　覚 平19.11. 1小   診療所
     福岡県福岡市西区西都１丁目７－常　勤:    1 新規 現存
     ３５ (医       1) 平25.11. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1083101,725,0 新井眼科医院 〒814-0165 092-401-3003新井　三樹 新井　三樹 平20. 1. 1眼   診療所
     福岡県福岡市早良区次郎丸２丁目常　勤:    1 新規 現存
     １０－４３ (医       1) 平26. 1. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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 1084101,729,2 占部医院 〒810-0022 092-531-6809占部　嘉男 占部　嘉男 平20. 1.27内   循   胃  診療所
     福岡県福岡市中央区薬院３丁目７常　勤:    1 交代 現存
     －２８ (医       1) 平26. 1.27
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1085101,730,0 医療法人社団一誠会　〒810-0022 092-716-3000医療法人社団一誠会　河野　耕三 平20. 2. 1心内 精   診療所
     河野医院 福岡県福岡市中央区薬院１－９－常　勤:    1理事長　河野　耕三 組織変更 現存
     ８ (医       1) 平26. 2. 1
     非常勤:    4
     (医       4)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1086101,732,6 医療法人　明仁会　き〒814-0022 092-831-0512医療法人明仁会　理事清川　千枝 平20. 3. 1皮   形外 診療所
     よかわ皮膚科クリニッ福岡県福岡市早良区原４丁目４番常　勤:    1長　都築　義明 新規 現存
     ク １５号 (医       1) 平26. 3. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1087101,733,4 薬院こどもの友クリニ〒810-0022 092-522-8682友田　靖子 友田　靖子 平20. 4. 1小   診療所
     ック 福岡県福岡市中央区薬院４－１－常　勤:    1 新規 現存
     ２６薬院大通センタービル２Ｆ (医       1) 平26. 4. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1088101,734,2 アカデミアはらだ内科〒819-0387 092-805-6880原田　裕治 原田　裕治 平20. 4. 1内   消   呼  診療所
     ・消化器科 福岡県福岡市西区富士見２丁目１常　勤:    1 新規 循   現存
     ４番１号 (医       1) 平26. 4. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1089101,737,5 後藤麻酔科クリニック〒814-0002 092-832-6092後藤　英一 後藤　英一 平23. 4. 1麻   診療所
     福岡県福岡市早良区西新６丁目５常　勤:    1 移動 現存
     －１２プレミスト８０８ (医       1) 平29. 4. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1090101,738,3 行徳形成外科 〒810-0002 092-733-3553行德　博英 行德　博英 平25. 6.22形外 美外 皮  診療所
     福岡県福岡市中央区西中洲４－１常　勤:    1 移動 現存
     ４ (医       1) 平25. 6.22
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1091101,739,1 医療法人鸛進会天神つ〒810-0001 092-739-8688医療法人鸛進会天神つ辻　恵美子 平20. 4. 1ひ   外   内  診療所
     じクリニック 福岡県福岡市中央区天神３丁目１常　勤:    2じクリニック　理事長 組織変更 循   現存
     ０番１１号 (医       2)　辻　祐治 平26. 4. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1092101,741,7 田北メモリーメンタル〒814-0015 092-832-6025田北　昌史 田北　昌史 平20. 5. 1精   内   診療所
     クリニック 福岡県福岡市早良区室見５－１３常　勤:    1 新規 現存
     －８ (医       1) 平26. 5. 1
     非常勤:    1
     (医       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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 1093101,746,6 聖マリア福岡健診セン〒810-0001 092-726-2111社会医療法人雪の聖母黒岩　中 平20. 5. 1内   外   放  診療所
     ター 福岡県福岡市中央区天神４丁目１常　勤:    1会　理事長　井手　義 交代 婦   胃   現存
     番３２号 (医       1)雄 平26. 5. 1
     非常勤:    4
     (医       4)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1094101,747,4 佐々木眼科 〒814-0101 092-833-0151佐々木　徹 佐々木　徹 平20. 6. 1眼   診療所
     福岡県福岡市城南区荒江１丁目２常　勤:    1 新規 現存
     ５－１５ (医       1) 平26. 6. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1095101,748,2 おおほり心療クリニッ〒810-0055 092-731-1177朴　友博 朴　友博 平20. 7. 1精   心内 診療所
     ク 福岡県福岡市中央区黒門２－３１常　勤:    1 新規 現存
     ｓａｔｏビル３階 (医       1) 平26. 7. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1096101,749,0 すみれメディカルクリ〒814-0002 092-833-7100医療法人誠心会　理事岐部　幸子 平20. 7. 1内   小   産  診療所
     ニック 福岡県福岡市早良区西新５丁目２常　勤:    2長　牧角　裕 新規 婦   皮   休止
     番４３号ラガッツァ西新３Ｆ (医       2) 平20. 7. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1097101,750,8 福岡浦添クリニック 〒810-0044 092-737-2111山口　祐司 山口　祐司 平20. 7. 1一般        12診療所
     福岡県福岡市中央区六本松２丁目常　勤:    3 交代 内   呼   循  現存
     １２番１９号ＢＣＣビル９階 (医       3) 平26. 7. 1精   心内 
     非常勤:   21
     (医      21)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1098101,753,2 三宅漢方医院 〒810-0041 092-716-9039三宅　和久 三宅　和久 平20. 9. 1内   小   診療所
     福岡県福岡市中央区大名２－８－常　勤:    1 新規 現存
     １８天神パークビル２階 (医       1) 平26. 9. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1099101,754,0 そのだこどもクリニッ〒819-0387 092-805-7001園田　和孝 園田　和孝 平20. 9. 1小   診療所
     ク 福岡県福岡市西区富士見２丁目１常　勤:    1 新規 現存
     ４－３ (医       1) 平26. 9. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1100101,755,7 医療法人弘優会　平尾〒810-0014 092-523-6541医療法人弘優会　日髙日髙　孝輝 平20. 9. 1眼   診療所
     駅眼科クリニック 福岡県福岡市中央区平尾二丁目５常　勤:    1眼科クリニック　理事 新規 現存
     番８号 (医       1)長　日髙　孝輝 平26. 9. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1101101,756,5 医療法人健真会城本ク〒810-0041 092-737-2281医療法人健真会　理事京野　和夫 平20.10. 1歯   美外 形外診療所
     (103,845,0) リニック福岡院 福岡県福岡市中央区大名１丁目１常　勤:    2長　森上　和樹 交代 皮   現存
     ２－５２　ＣＥＰＡビル２Ｆ (医       1) 平26.10. 1
     (歯       1)
     非常勤:    1
     (医       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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 1102101,757,3 吉塚皮膚科クリニック〒814-0151 092-864-1234吉塚　慈朗 吉塚　慈朗 平20.10. 1皮   診療所
     福岡県福岡市城南区堤１丁目３０常　勤:    1 組織変更 現存
     番１号 (医       1) 平26.10. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1103101,758,1 本田けいこ小児科クリ〒819-0014 092-892-3323本田　景子 本田　景子 平20.11. 1小   診療所
     ニック 福岡県福岡市西区豊浜２－１－１常　勤:    1 新規 現存
     メディカルシティマリナ通り２階(医       1) 平26.11. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1104101,761,5 麻酔科　佐々木　剛ク〒810-0014 092-521-8685佐々木　剛 佐々木　剛 平20.10. 1麻   診療所
     リニック 福岡県福岡市中央区平尾２丁目１常　勤:    1 移動 現存
     ５番２３号グランドメゾン平尾Ｖ(医       1) 平26.10. 1
     ＩＮⅩ４０１号室
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1105101,762,3 医療法人ＳＳＣ　天神〒810-0001 092-894-1115医療法人　ＳＳＣ　理山下　弘之 平20.11. 1耳い アレ 診療所
     耳鼻咽喉科 福岡県福岡市中央区天神１丁目１常　勤:    1事長　坂口　伸治 新規 現存
     ０番５号第２明星ビル２階 (医       1) 平26.11. 1
     非常勤:    7
     (医       7)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1106101,764,9 中村学園大学　栄養ク〒814-0198 092-851-2531学校法人　中村学園　中野　修治 平20.12. 1内   診療所
     リニック 福岡県福岡市城南区別府５丁目７常　勤:    1理事長　中村　量一 新規 現存
     番１号 (医       1) 平26.12. 1
     非常勤:    2
     (医       2)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1107101,765,6 医療法人　文月会　ク〒810-0001 092-752-2092医療法人　文月会　理野田　勝己 平20.12. 1内   診療所
     リニック天神北 福岡県福岡市中央区天神４丁目４常　勤:    1事長　野田　勝己 組織変更 現存
     番３０号天神西江ビル１階 (医       1) 平26.12. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1108101,766,4 梅光園　田中　たもつ〒810-0035 092-215-1435田中　保 田中　保 平21. 1. 1内   消   胃  診療所
     　クリニック 福岡県福岡市中央区梅光園２丁目常　勤:    1 新規 こう 整外 外  現存
     ７－６ (医       1) 平27. 1. 1麻   
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1109101,767,2 かわのキッズ・クリニ〒810-0016 092-534-8711医療法人　かわのキッ河野　輝宏 平20.12. 1小   診療所
     ック 福岡県福岡市中央区平和５丁目１常　勤:    1ズ・クリニック　理事 組織変更 現存
     ０番２号 (医       1)長　河野　輝宏 平26.12. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1110101,768,0 佐藤皮膚科医院 〒814-0002 092-821-2807佐藤　一郎 佐藤　一郎 平21. 1. 5皮   診療所
     福岡県福岡市早良区西新５丁目１常　勤:    1 交代 現存
     －３２津村ビル１Ｆ (医       1) 平27. 1. 5
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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 1111101,769,8 松本整形外科医院 〒810-0034 092-781-6085松本　光司 松本　光司 平20.12.24一般         1診療所
     福岡県福岡市中央区笹丘１丁目３常　勤:    1 交代 療養        12現存
     ４番２号 (医       1) 平26.12.24その他       6
     非常勤:    3 整外 リハ リウ
     (医       3)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1112101,772,2 社会福祉法人寿福祉会〒810-0066 092-761-5115社会福祉法人　寿福祉神殿　哲 平21. 4. 1内   外   放  診療所
     　福浜中央クリニック福岡県福岡市中央区福浜２－１－常　勤:    1会　理事長　神殿　哲 新規 リハ 現存
     ３ (医       1) 平27. 4. 1
     非常勤:    1
     (医       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1113101,773,0 うえき医院 〒810-0005 092-791-9071植木　理夫 植木　理夫 平21. 4. 1外   内   消  診療所
     福岡県福岡市中央区清川１丁目９常　勤:    1 新規 循   現存
     －２０テングッド渡辺通２Ｆ (医       1) 平27. 4. 1
     非常勤:    5
     (医       5)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1114101,774,8 古小烏耳鼻咽喉科医院〒810-0023 092-731-4606柴田　憲助 柴田　憲助 平21. 4. 1耳い 気食 アレ診療所
     福岡県福岡市中央区警固３丁目３常　勤:    2 交代 現存
     －２ (医       2) 平27. 4. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1115101,780,5 医療法人　香露木会　〒810-0004 092-738-6177医療法人香露木会　理上田　伸 平21. 5. 1内   心内 精  診療所
     セントラルクリニック福岡県福岡市中央区渡辺通１丁目常　勤:    1事長　上田　美恵子 新規 現存
     ９番２号セントラルハイツ６０２(医       1) 平27. 5. 1
     非常勤:    1
     (医       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1116101,781,3 公益財団法人福岡県す〒810-0001 092-722-2551公益財団法人福岡県す北川　晋二 平21. 4.24内   胃   診療所
     こやか健康事業団　本福岡県福岡市中央区天神４丁目１常　勤:    1こやか健康事業団　理 交代 現存
     部付設クリニック 番３２号 (医       1)事長　瓦林　達比古 平27. 4.24
     非常勤:    2
     (医       2)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1117101,782,1 まえだ平和内科クリニ〒810-0016 092-522-6577前田　浩和 前田　浩和 平21. 6. 1内   循   診療所
     ック 福岡県福岡市中央区平和５丁目６ 新規 現存
     －１８レインボービル１Ｆ 平27. 6. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1118101,783,9 みかどクリニック 〒810-0041 092-724-5058三角　大児 三角　大児 平21. 6. 1内   他   診療所
     福岡県福岡市中央区大名２－４－常　勤:    1 新規 現存
     ３３トートレビル３階 (医       1) 平27. 6. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------



 医 療 機 関 番 号  医 療 機 関 名 称 医療機関所在地 開設者氏名 備  考管理者氏名項 番
指定年月日
登録理由
指定期間始

病床数
／

診療科名

電話番号
／

勤務医数

                 コード内容別医療機関一覧表

［平成30年 6月 1日現在　医科　　　現存／休止］ 平成30年 6月 1日作成   127 頁

 1119101,784,7 漢方すこやかクリニッ〒810-0005 092-522-7208佐々木　尊光 佐々木　尊光 平21. 6. 1精   神   心内診療所
     ク 福岡県福岡市中央区清川３丁目１ 新規 アレ 現存
     ５番９号平尾ビル２階 平21. 6. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1120101,785,4 えんどう整形外科クリ〒810-0004 092-737-7313医療法人えんどう整形遠藤　俊哉 平21. 5. 1整外 リハ リウ診療所
     ニック 福岡県福岡市中央区渡辺通２丁目常　勤:    1外科クリニック　理事 組織変更 現存
     ６－１２八千代ビルＹＡ５５－３(医       1)長　遠藤　俊哉 平27. 5. 1
     Ｆ
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1121101,787,0 皮ふ科アレルギー科佐〒810-0042 092-715-6262医療法人めぐみ会　理佐藤　惠実子 平21. 7. 1皮   アレ 診療所
     藤えみこクリニック 福岡県福岡市中央区赤坂１丁目１常　勤:    1事長　佐藤　惠実子 組織変更 現存
     ０番２３号グレースイン赤坂４階(医       1) 平27. 7. 1
     非常勤:    2
     (医       2)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1122101,788,8 ハルスクリニック 〒810-0041 092-738-6303守田　道由 守田　道由 平21. 8. 1麻   皮   形外診療所
     福岡県福岡市中央区大名２丁目１常　勤:    2 新規 美外 現存
     ２－９ソフィアビル７Ｆ (医       2) 平27. 8. 1
     非常勤:    1
     (医       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1123101,789,6 医療法人啓明会　西の〒819-0046 092-895-1132医療法人啓明会　西の平尾　隆 平21. 9. 1内   診療所
     丘　平尾クリニック 福岡県福岡市西区西の丘２丁目１常　勤:    1丘　平尾クリニック　 新規 現存
     番１号 (医       1)理事長　平尾　隆 平27. 9. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1124101,790,4 松山診療所 〒814-0131 092-874-5123医療法人社団誠仁会　德永　晃 平21.10. 1内   診療所
     福岡県福岡市城南区松山２丁目８常　勤:    1理事長　飯田　武史 新規 現存
     －５ (医       1) 平27.10. 1
     非常勤:    2
     (医       2)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1125101,791,2 めいのはま白翠内科ク〒819-0002 092-892-0111医療法人白翠園　理事武田　洋子 平21.10. 1内   リウ 診療所
     リニック 福岡県福岡市西区姪の浜４丁目１常　勤:    1長　武田　誠司 新規 現存
     ４－３０ (医       1) 平27.10. 1
     非常勤:    1
     (医       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1126101,792,0 浜田内科クリニック 〒819-0025 092-881-1177濵田　修二 濵田　修二 平21.10. 1内   消   診療所
     福岡県福岡市西区石丸２丁目２６常　勤:    1 新規 現存
     －３ (医       1) 平27.10. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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 1127101,794,6 アンジェ心療クリニッ〒810-0035 092-717-8281諸江　健二 諸江　健二 平21.11. 1精   心内 診療所
     ク 福岡県福岡市中央区梅光園２丁目常　勤:    1 新規 現存
     ２３－１プラムスフローラ２０１(医       1) 平27.11. 1
     号
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1128101,796,1 石田内科クリニック 〒810-0004 092-741-4222石田　愼二 石田　愼二 平26. 4. 1内   消   診療所
     福岡県福岡市中央区渡辺通４丁目常　勤:    2 移動 現存
     ９－１８福酒ビル４Ｆ (医       2) 平26. 4. 1
     非常勤:    2
     (医       2)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1129101,797,9 城南こころのクリニッ〒814-0101 092-834-0555藤丸　靖明 藤丸　靖明 平21.11. 1精   心内 診療所
     ク 福岡県福岡市城南区荒江１－２０常　勤:    1 新規 現存
     －２２－１Ｆ (医       1) 平27.11. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1130101,798,7 森本医院 〒819-0383 092-806-3434森本　健 森本　健 平21.11. 2一般 診療所
     福岡県福岡市西区大字田尻１５３常　勤:    2 交代     一般     7現存
     ９ー１ (医       2) 平27.11. 2療養
     非常勤:    1     療養    12
     (医       1) 内   消   
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1131101,800,1 アイビルクリニック 〒810-0042 092-791-7769永田　眞人 永田　眞人 平21.12. 1消   呼   循  診療所
     福岡県福岡市中央区赤坂一丁目１常　勤:    1 新規 内   外   現存
     ４番３５号 (医       1) 平27.12. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1132101,801,9 つのだ泌尿器科クリニ〒810-0034 092-717-7788医療法人　つのだ泌尿角田　雄一 平22. 1. 1ひ   内   外  診療所
     ック 福岡県福岡市中央区笹丘１丁目１常　勤:    1器科医院　理事長　角 新規 現存
     ０番２１号 (医       1)田　和之 平28. 1. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1133101,802,7 まつざき小児科医院 〒810-0067 092-731-6720松﨑　彰信 松﨑　彰信 平21.12. 1小   診療所
     福岡県福岡市中央区伊崎１０番４常　勤:    1 交代 現存
     ２号 (医       1) 平27.12. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1134101,804,3 かとうクリニック 〒814-0103 092-832-8558医療法人ヒュギエイア加藤　功 平22. 1. 1内   循   診療所
     福岡県福岡市城南区鳥飼５丁目４常　勤:    1　理事長　加藤　功 組織変更 現存
     －１２ (医       1) 平28. 1. 1
     非常勤:    1
     (医       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1135101,805,0 原クリニック 〒814-0144 092-872-7007医療法人原クリニック原　裕介 平22. 1. 1一般         2診療所
     福岡県福岡市城南区梅林４－２１常　勤:    1　理事長　原　裕介 組織変更 外   こう 消  現存
     －２３ (医       1) 平28. 1. 1リハ 
     非常勤:    4
     (医       4)
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 1136101,806,8 西内科医院 〒814-0022 092-831-6181西　秀博 西　秀博 平22. 1. 1内   胃   小  診療所
     福岡県福岡市早良区原３丁目８番常　勤:    2 交代 循   消   現存
     ２３号 (医       2) 平28. 1. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1137101,808,4 原澤循環器内科・内科〒814-0013 092-842-2266医療法人　深樹　理事原澤　泰比古 平22. 1. 1循   内   診療所
     クリニック 福岡県福岡市早良区藤崎一丁目２常　勤:    1長　原澤　泰比古 組織変更 現存
     ２番１０号 (医       1) 平28. 1. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1138101,809,2 みぞかみ外科内科クリ〒810-0062 092-737-7505溝上　宏明 溝上　宏明 平22. 2. 1外   内   こう診療所
     ニック 福岡県福岡市中央区荒戸２－３－常　勤:    1 新規 現存
     ３０　１Ｆ (医       1) 平28. 2. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1139101,810,0 医療法人　Ｙａｎａｇ〒810-0001 092-737-1177医療法人　Ｙａｎａｇ矢永　克 平22. 2. 1形外 美外 麻  診療所
     ａ　ＣＬｉｎｉｃ 福岡県福岡市中央区天神１丁目２常　勤:    2ａ　ＣＬｉｎｉｃ　理 新規 現存
     番１２号 (医       2)事長　矢永　克 平28. 2. 1
     非常勤:    2
     (医       2)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1140101,811,8 はつき心療クリニック〒814-0104 092-822-3237千鳥　正三 千鳥　正三 平22. 4. 1心内 精   診療所
     福岡県福岡市城南区別府３－９－常　勤:    1 新規 現存
     ３４ニッセイディーセント城南１(医       1) 平28. 4. 1
     ０１号
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1141101,812,6 ウイメンズＫＭクリニ〒810-0001 092-717-2366柏村　賀子 柏村　賀子 平22. 4. 1婦   診療所
     ック 福岡県福岡市中央区天神１－１４常　勤:    1 新規 現存
     －４天神平和ビル７０５号 (医       1) 平28. 4. 1
     非常勤:    3
     (医       3)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1142101,813,4 にしのクリニック 〒814-0104 092-834-5898西野　雅博 西野　雅博 平22. 4. 1外   整外 リハ診療所
     福岡県福岡市城南区別府４丁目１常　勤:    1 新規 消   麻   現存
     番２５号 (医       1) 平28. 4. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1143101,815,9 なもと内科・胃腸クリ〒814-0031 092-834-5028名本　真章 名本　真章 平22. 5. 1内   胃   放  診療所
     ニック 福岡県福岡市早良区南庄５丁目１常　勤:    1 新規 現存
     １－１５ (医       1) 平28. 5. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1144101,816,7 やすだクリニック 〒814-0165 092-407-5000安田　修 安田　修 平22. 5. 1内   眼   診療所
     福岡県福岡市早良区次郎丸３丁目常　勤:    2 新規 現存
     ２２－８ (医       2) 平28. 5. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1145101,817,5 桜坂皮ふ科クリニック〒810-0024 092-737-4112国場　尚志 国場　尚志 平22. 5. 1皮   アレ 診療所
     福岡県福岡市中央区桜坂１丁目２常　勤:    1 新規 現存
     －８桜坂メディカルビル３Ｆ (医       1) 平28. 5. 1
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 1146101,818,3 桜坂なかやまこどもク〒810-0024 092-717-7510中山　英樹 中山　英樹 平22. 5. 1小   診療所
     リニック 福岡県福岡市中央区桜坂１丁目２常　勤:    1 新規 現存
     －８ (医       1) 平28. 5. 1
     非常勤:    1
     (医       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1147101,820,9 医療法人ふくろう　ち〒810-0001 092-736-1611医療法人ふくろう　理渡邉　千洋 平22. 5. 1心内 精   診療所
     ひろ心クリニック 福岡県福岡市中央区天神２丁目８常　勤:    1事長　渡邉　千洋 組織変更 現存
     番３８号 (医       1) 平28. 5. 1
     非常勤:    1
     (医       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1148101,822,5 すがはら天神クリニッ〒810-0001 092-718-0720医療法人英友会　理事菅原　英世 平22. 5. 1内   心内 精  診療所
     ク 福岡県福岡市中央区天神三丁目４常　勤:    1長　菅原　英世 組織変更 現存
     －９ＧＧソーラービル２Ｆ (医       1) 平28. 5. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1149101,825,8 福岡リハ整形外科クリ〒819-0043 092-811-8011医療法人　博仁会　理藤原　明 平22. 8. 1整外 リハ リウ診療所
     ニック 福岡県福岡市西区野方７丁目７５常　勤:    1事長　原　道也 新規 形外 現存
     ２－１ (医       1) 平28. 8. 1
     非常勤:   17
     (医      17)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1150101,826,6 さわらぐち胃腸肛門ク〒814-0013 092-833-8150中川　元典 中川　元典 平22. 8. 1胃   こう 外  診療所
     リニック 福岡県福岡市早良区藤崎１丁目２常　勤:    1 新規 小外 現存
     ４番１９号　５、６階 (医       1) 平28. 8. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1151101,827,4 医療法人　才全会　賀〒814-0164 092-874-1166医療法人　才全会　西大田　隆司 平22. 8. 1内   診療所
     茂クリニック 福岡県福岡市早良区賀茂４丁目２常　勤:    2新クリニック　理事長 新規 現存
     ８番１号 (医       2)　松嶋　哲哉 平28. 8. 1
     非常勤:   13
     (医      13)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1152101,830,8 河野耳鼻咽喉科Ｅａｒ〒810-0011 092-531-0281河野　浩万 河野　浩万 平22. 9.15一般         5診療所
     ＳｕｒｇｉＣｌｉｎｉ福岡県福岡市中央区高砂１丁目２常　勤:    1 交代 耳い 気食 アレ現存
     ｃ １－２８ (医       1) 平28. 9.15
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1153101,831,6 医療法人森和会　赤坂〒810-0023 092-791-7861医療法人森和会　理事江藤　隆 平22.10. 1内   診療所
     えとう内科クリニック福岡県福岡市中央区警固２丁目１常　勤:    2長　山内　照章 新規 現存
     ７番２３号 (医       2) 平28.10. 1
     非常勤:    1
     (医       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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 1154101,832,4 福岡バースクリニック〒819-0006 092-883-0530北條　哲史 北條　哲史 平22.10. 1一般        19診療所
     福岡県福岡市西区姪浜駅南３丁目常　勤:    3 新規 産婦 現存
     １８－２１ (医       3) 平28.10. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1155101,833,2 瀬戸循環器内科クリニ〒814-0144 092-874-1877瀬戸　拓 瀬戸　拓 平22.12. 1循   内   診療所
     ック 福岡県福岡市城南区梅林２丁目２常　勤:    1 新規 現存
     ７番１３号 (医       1) 平28.12. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1156101,835,7 社会福祉法人天寿会　〒810-0035 092-737-2121社会福祉法人　天寿会諸隈　中 平22.12. 1内   診療所
     もろくまクリニック 福岡県福岡市中央区梅光園３丁目常　勤:    1　理事長　諸隈　正剛 交代 現存
     ４－１ (医       1) 平28.12. 1
     非常勤:    1
     (医       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1157101,836,5 医療法人　上川路クリ〒814-0111 092-851-5222医療法人　上川路クリ上川路　信博 平23. 1. 1呼   アレ 内  診療所
     ニック 福岡県福岡市城南区茶山１丁目１常　勤:    1ニック　理事長　上川 組織変更 現存
     番１２号 (医       1)路　信博 平29. 1. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1158101,837,3 川嶋医院 〒810-0005 092-522-3281川嶋　恒典 川嶋　恒典 平23. 1. 1内   胃   循  診療所
     福岡県福岡市中央区清川２丁目１常　勤:    1 交代 小   呼   現存
     ２－２９ (医       1) 平29. 1. 1
     非常勤:    1
     (医       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1159101,838,1 医療法人ＧＫＣ　学研〒819-0379 092-807-7771医療法人ＧＫＣ　理事山本　博昭 平28. 3. 1内   循   診療所
     都市クリニック 福岡県福岡市西区北原１丁目１３常　勤:    1長　山本　博昭 移動 現存
     －３ (医       1) 平28. 3. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1160101,839,9 医療法人　九州画像診〒810-0073 092-737-4830医療法人九州画像診断古川　達也 平30. 2. 1内   放   診療所
     断クリニック 福岡市中央区舞鶴一丁目１番７号常　勤:    1クリニック　理事長　 移動 現存
     (医       1)古川　達也 平30. 2. 1
     非常勤:    2
     (医       2)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1161101,840,7 医療法人　豊光会　た〒814-0002 092-846-0070医療法人　豊光会　理田野　茂樹 平23. 1. 1眼   診療所
     の眼科医院 福岡県福岡市早良区西新４丁目９常　勤:    1事長　田野　茂樹 組織変更 現存
     番３５号 (医       1) 平29. 1. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1162101,841,5 あきもとこどもクリニ〒814-0011 092-852-2570医療法人　あきもとこ秋元　馨 平23. 1. 1小   診療所
     ック 福岡県福岡市早良区高取一丁目２常　勤:    1どもクリニック　理事 組織変更 現存
     ８番２４号 (医       1)長　秋元　馨 平29. 1. 1
     非常勤:    1
     (医       1)



 医 療 機 関 番 号  医 療 機 関 名 称 医療機関所在地 開設者氏名 備  考管理者氏名項 番
指定年月日
登録理由
指定期間始

病床数
／

診療科名

電話番号
／

勤務医数

                 コード内容別医療機関一覧表

［平成30年 6月 1日現在　医科　　　現存／休止］ 平成30年 6月 1日作成   132 頁

 1163101,842,3 高木ひろみ乳腺レディ〒810-0001 092-738-2200医療法人　高木ひろみ髙木　博美 平23. 1. 1外   診療所
     ースクリニック 福岡県福岡市中央区天神二丁目３常　勤:    1乳腺レディースクリニ 組織変更 現存
     番２号天神アイエスビル５Ｆ (医       1)ック　理事長　髙木　 平29. 1. 1
     非常勤:    1博美
     (医       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1164101,843,1 医療法人かとうまりこ〒814-0031 092-832-4188医療法人かとうまりこ加藤　真理子 平23. 1. 1皮   アレ 診療所
     皮フ科・アレルギー科福岡県福岡市早良区南庄１－２－常　勤:    1皮フ科・アレルギー科 組織変更 現存
     ２４ (医       1)　理事長　加藤　真理 平29. 1. 1
     子
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1165101,844,9 古賀文敏ウイメンズク〒810-0001 092-738-7711医療法人　古賀文敏ウ古賀　文敏 平26. 6.19産   婦   診療所
     リニック 福岡県福岡市中央区天神二丁目３常　勤:    2イメンズクリニック　 移動 現存
     －２４　天神ルーチェ５Ｆ (医       2)理事長　古賀　文敏 平26. 6.19
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1166101,846,4 やまぐち整形外科 〒814-0104 092-407-2626山口　幸二 山口　幸二 平23. 3. 1整外 リハ 麻  診療所
     福岡県福岡市城南区別府２丁目１常　勤:    1 新規 現存
     ６－２１ (医       1) 平29. 3. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1167101,850,6 たの眼科木の葉モール〒819-0031 092-811-8570医療法人　豊光会　理大津　和生 平23. 4. 1眼   診療所
     橋本医院 福岡県福岡市西区橋本２丁目２７常　勤:    4事長　田野　茂樹 新規 現存
     番２号 (医       4) 平29. 4. 1
     非常勤:    3
     (医       3)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1168101,851,4 ハート往診クリニック〒810-0042 092-738-4866宮津　浩 宮津　浩 平23. 4. 1精   心内 診療所
     福岡県福岡市中央区赤坂１丁目１常　勤:    1 新規 現存
     ５－１５平和台ハイツ１０１Ｂ (医       1) 平29. 4. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1169101,852,2 福岡医療クリニック 〒814-0005 092-833-1031学校法人　福岡医療学片伯部　裕次郎 平23. 5. 1整外 診療所
     福岡県福岡市早良区祖原３－１ 常　勤:    1院　理事長　藤瀬　武 新規 現存
     (医       1) 平29. 5. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1170101,853,0 医療法人かわもと胃腸〒814-0104 092-851-6010医療法人　かわもと胃川元　健二 平25. 5. 7内   胃   放  診療所
     内科クリニック 福岡県福岡市城南区別府三丁目２常　勤:    1腸内科クリニック　理 移動 現存
     番３３号 (医       1)事長　川元　健二 平25. 5. 7
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1171101,854,8 もとむらクリニック 〒814-0132 092-404-1584医療法人ＡＴＨ　理事本村　明 平23. 5. 1内   胃   消  診療所
     福岡県福岡市城南区干隈二丁目８常　勤:    1長　本村　明 組織変更 現存
     －２８ (医       1) 平29. 5. 1
     非常勤:    2
     (医       2)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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 1172101,856,3 医療法人　つつみ整形〒814-0021 092-846-3343医療法人　つつみ整形堤　義明 平23. 5. 1整外 リウ リハ診療所
     外科クリニック 福岡県福岡市早良区荒江二丁目９常　勤:    1外科クリニック　理事 組織変更 現存
     番１４号 (医       1)長　堤　義明 平29. 5. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1173101,859,7 みゆうクリニック 〒819-0161 092-805-5210岡本　育 岡本　育 平23. 6. 1内   麻   診療所
     福岡県福岡市西区今宿東２丁目３常　勤:    1 新規 現存
     番９号ハイツ吉積１０２号 (医       1) 平29. 6. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1174101,860,5 平川耳鼻咽喉科クリニ〒814-0151 092-865-1287医療法人平川耳鼻咽喉平川　直也 平23. 6. 1耳い アレ 外  診療所
     ック 福岡県福岡市城南区堤１丁目１－常　勤:    1科クリニック　理事長 組織変更 現存
     １ (医       1)　平川　直也 平29. 6. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1175101,861,3 ウィメンズウェルネス〒810-0001 092-738-8323医療法人財団　博愛会 村　理江 平23. 7. 1内   消   婦  診療所
     天神クリニック 福岡県福岡市中央区天神１－１４常　勤:    1　理事長　那須　繁 新規 現存
     －４ (医       1) 平29. 7. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1176101,862,1 医療法人ＳＳＣ　赤坂〒810-0042 092-718-7511医療法人ＳＳＣ　理事冨田　吉信 平23. 7. 1一般 診療所
     サージクリニック 福岡県福岡市中央区赤坂一丁目１常　勤:    1長　坂口　伸治 新規     一般     2現存
     ４番３５号赤坂門ＡＩビル２階 (医       1) 平29. 7. 1耳い アレ 
     非常勤:    8
     (医       8)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1177101,864,7 森田クリニック 〒810-0074 092-751-1188伊原　喜子 伊原　喜子 平23. 9. 1内   循   診療所
     福岡県福岡市中央区大手門１丁目常　勤:    1 新規 現存
     ４番２１号萬屋館２０１号 (医       1) 平29. 9. 1
     非常勤:    1
     (医       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1178101,865,4 医療法人二田哲博クリ〒810-0001 092-738-1230医療法人二田哲博クリ住吉　周作 平23. 9. 1内   診療所
     ニック天神 福岡県福岡市中央区天神三丁目１常　勤:    2ニック　理事長　二田 新規 現存
     －１天神フタタビル７階 (医       2)　哲博 平29. 9. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1179101,867,0 石蔵病院 〒810-0042 092-731-4848石蔵　礼二 石蔵　礼二 平23. 9. 1精神        58病院
     福岡県福岡市中央区赤坂３丁目２常　勤:    1 交代 精   現存
     番１３号 (医       1) 平29. 9. 1
     非常勤:   11
     (医       8)
     (薬       3)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1180101,870,4 こどもの国心の発達ク〒819-0373 092-805-5020横溝　昌幸 横溝　昌幸 平23.10. 1精   心内 診療所
     リニック 福岡県福岡市西区周船寺１丁目５常　勤:    1 新規 現存
     －２５　サンリットビル４階 (医       1) 平29.10. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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 1181101,871,2 なごみ泌尿器科クリニ〒810-0055 092-718-0753御厨　学 御厨　学 平23.11. 1ひ   診療所
     ック 福岡県福岡市中央区黒門２－３１常　勤:    1 新規 現存
     　佐藤ビル２階 (医       1) 平29.11. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1182101,873,8 あさのひ整形外科クリ〒819-0387 092-805-8558三好　敢太 三好　敢太 平23.12. 1整外 診療所
     ニック 福岡県福岡市西区富士見２丁目１常　勤:    1 新規 現存
     ４－７ (医       1) 平29.12. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1183101,875,3 郁レディースクリニッ〒810-0023 092-406-3019濱田　郁代 濱田　郁代 平24. 1. 1産婦 診療所
     ク 福岡県福岡市中央区警固２丁目１常　勤:    1 新規 現存
     ７－３０アルバけやき通りビル３(医       1) 平30. 1. 1
     階
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1184101,876,1 にしぞの耳鼻咽喉科ク〒814-0113 092-834-0002医療法人　にしぞの耳西園　正寿男 平24. 1. 1耳い アレ 診療所
     リニック 福岡県福岡市城南区田島三丁目１常　勤:    1鼻咽喉科クリニック　 組織変更 現存
     ９番５号 (医       1)理事長　西園　正寿男 平30. 1. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1185101,877,9 パークサイドこころの〒810-0074 092-791-7222医療法人　悠志会　理原田　剛志 平24. 1. 1心内 精   診療所
     発達クリニック 福岡県福岡市中央区大手門一丁目常　勤:    2事長　原田　剛志 組織変更 現存
     ９番１号 (医       2) 平30. 1. 1
     非常勤:    8
     (医       8)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1186101,878,7 とよしまファミリーク〒810-0044 092-771-8858医療法人　隼会　理事豊島　元 平28. 6. 1内   精   診療所
     リニック 福岡県福岡市中央区六本松四丁目常　勤:    2長　豊島　元 移動 現存
     ８番１５号 (医       2) 平28. 6. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1187101,879,5 野崎ウイメンズクリニ〒810-0001 092-733-0002医療法人野崎ウイメン野崎　雅裕 平24. 2. 1産婦 診療所
     ック 福岡県福岡市中央区天神一丁目９常　勤:    1ズクリニック　理事長 組織変更 現存
     番１７号 (医       1)　野崎　雅裕 平30. 2. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1188101,880,3 ささき心のクリニック〒810-0063 092-980-2520佐々木　裕光 佐々木　裕光 平24. 4. 1精   心内 診療所
     福岡県福岡市中央区唐人町１丁目常　勤:    1 新規 現存
     １１番１９号 (医       1) 平30. 4. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1189101,881,1 警固皮ふ科クリニック〒810-0023 092-738-1211福光　健 福光　健 平24. 5. 1皮   診療所
     福岡県福岡市中央区警固１－６－常　勤:    1 新規 現存
     ５６サウスガーデン４０５号 (医       1) 平30. 5. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1190101,884,5 川添記念病院 〒819-0165 092-806-7667医療法人　永寿会　理南川　喜代晴 平24. 4. 1精神       310病院
     福岡県福岡市西区今津４７６０番常　勤:    7事長　齋藤　秀樹 交代 精   心内 現存
     地 (医       7) 平30. 4. 1
     非常勤:   10
     (医      10)
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 1191101,885,2 けご病院 〒810-0023 092-741-6074医療法人　康正会　理八板　英道 平24. 4. 1一般        40病院
     福岡県福岡市中央区警固一丁目１常　勤:    3事長　八板　英道 組織変更 内   呼   外  現存
     ４番８号 (医       3) 平30. 4. 1胃   リハ こう
     非常勤:   27 循   
     (医      27)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1192101,886,0 池田整形外科クリニッ〒814-0033 092-832-8811医療法人池田整形外科池田　正一 平24. 4. 1整外 リウ リハ診療所
     ク 福岡県福岡市早良区有田七丁目１常　勤:    1クリニック　理事長　 組織変更 現存
     ９番３３－１号 (医       1)池田　正一 平30. 4. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1193101,887,8 丘の上皮ふ科・アレル〒814-0123 092-874-2220安川　史子 安川　史子 平24. 5. 1皮   アレ 診療所
     ギー科クリニック 福岡県福岡市城南区長尾５丁目７常　勤:    1 新規 現存
     番３号 (医       1) 平30. 5. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1194101,889,4 後藤小児科医院 〒810-0011 092-531-3243後藤　元宏 後藤　元宏 平24. 4.23小   診療所
     福岡県福岡市中央区高砂１丁目１常　勤:    1 交代 現存
     ７－３３ (医       1) 平30. 4.23
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1195101,892,8 愛宕浜ファミリークリ〒819-0013 092-882-6900医療法人　心掌会　理竹原　尚之 平24. 5. 1内   消   外  診療所
     ニック 福岡県福岡市西区愛宕浜一丁目３常　勤:    1事長　竹原　尚之 組織変更 小   アレ リハ現存
     番２号 (医       1) 平30. 5. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1196101,894,4 医療法人うれしの耳鼻〒819-0373 092-805-5151医療法人うれしの耳鼻嬉野　元喜 平24. 6. 1耳い アレ 診療所
     咽喉科クリニック 福岡県福岡市西区周船寺一丁目１常　勤:    1咽喉科クリニック　理 組織変更 現存
     ０番１０号 (医       1)事長　嬉野　元喜 平30. 6. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1197101,896,9 福ビル疋田眼科医院 〒810-0001 092-721-8307医療法人　福ビル疋田疋田　直文 平24. 7. 1眼   診療所
     福岡県福岡市中央区天神一丁目１常　勤:    1眼科医院　理事長　疋 組織変更 現存
     １番１７号 (医       1)田　直文 平24. 7. 1
     非常勤:    2
     (医       2)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1198101,897,7 東油山クリニック 〒814-0155 092-407-3412横山　俊伸 横山　俊伸 平24. 8. 1内   呼   循  診療所
     福岡県福岡市城南区東油山１－３常　勤:    1 新規 アレ 現存
     －８ (医       1) 平24. 8. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1199101,898,5 たにむらようこクリニ〒814-0001 092-833-0251谷村　陽子 谷村　陽子 平24. 8. 1内   診療所
     ック 福岡県福岡市早良区百道浜１丁目常　勤:    1 新規 現存
     ３番７０号ザ・レジデンシャルス(医       1) 平24. 8. 1
     イート福岡１階 非常勤:    5
     (医       5)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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 1200101,899,3 大原ちか眼科 〒810-0041 092-722-0303大原　千佳 大原　千佳 平24. 9. 1眼   診療所
     福岡県福岡市中央区大名２－１２常　勤:    1 新規 現存
     －９赤坂ソフィアビル２Ｆ (医       1) 平24. 9. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1201101,900,9 医療法人　増田医院 〒819-0022 092-885-1171医療法人　増田医院　増田　哲夫 平 9. 4. 1皮   形外 診療所
     福岡県福岡市西区福重３丁目１２常　勤:    1理事長　増田　哲夫 組織変更 現存
     番８号 (医       1) 平30. 4. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1202101,901,7 医療法人社団福光会　〒819-0167 092-806-8550医療法人社団福光会　福田　恭江 平 9. 8. 1眼   診療所
     ふくだ眼科クリニック福岡県福岡市西区今宿三丁目１９常　勤:    1理事長　福田　量 交代 現存
     番１０号 (医       1) 平24. 8. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1203101,902,5 医療法人　心葉会　野〒814-0002 092-851-8877医療法人　心葉会　理髙尾　弥生 平 9. 8. 1神   精   診療所
     中クリニック 福岡県福岡市早良区西新４丁目３常　勤:    3事長　野中　幸保 組織変更 現存
     番２２号 (医       3) 平24. 8. 1
     非常勤:    2
     (医       2)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1204101,903,3 医療法人　由布整形外〒819-0167 092-806-6600医療法人　由布整形外由布　潤一 平 9. 8. 1一般         4診療所
     科医院 福岡県福岡市西区今宿２丁目１２常　勤:    1科医院　理事長　由布 組織変更 療養         8現存
     －１ (医       1)　潤一 平24. 8. 1その他       1
     その他       3
     整外 リハ リウ
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1205101,904,1 医療法人　しばおクリ〒814-0001 092-845-1122医療法人　しばおクリ芝尾　敬吾 平 9. 8. 1循   内   小  診療所
     ニック 福岡県福岡市早良区百道浜４丁目常　勤:    2ニック　理事長　芝尾 組織変更 現存
     １３－４ (医       2)　敬吾 平24. 8. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1206101,905,8 医療法人　平嶋ウイメ〒810-0041 092-733-1877医療法人　平嶋ウイメ平嶋　仁博 平 9. 8. 1産婦 診療所
     ンズクリニック 福岡県福岡市中央区大名１丁目９常　勤:    1ンズクリニック　理事 組織変更 現存
     番３３号 (医       1)長　平嶋　仁博 平18. 8. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1207101,906,6 松永病院 〒814-0142 092-861-6886医療法人　松寿会　松松永　英裕 平 9. 9. 1一般        44病院
     福岡県福岡市城南区片江１丁目４常　勤:    4永病院　理事長　松永 組織変更 整外 外   胃  現存
     番３８号 (医       2)　英裕 平24. 9. 1リハ リウ 
     (薬       2)
     非常勤:   16
     (医      16)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1208101,907,4 医療法人　片桐クリニ〒814-0104 092-847-7333医療法人　片桐クリニ片桐　純子 平 9.12. 1婦   診療所
     ック 福岡県福岡市城南区別府４丁目３常　勤:    1ック　理事長　片桐　 組織変更 現存
     番８号ＣＡＰビル１階 (医       1)純子 平27.12. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------



 医 療 機 関 番 号  医 療 機 関 名 称 医療機関所在地 開設者氏名 備  考管理者氏名項 番
指定年月日
登録理由
指定期間始

病床数
／

診療科名

電話番号
／

勤務医数

                 コード内容別医療機関一覧表

［平成30年 6月 1日現在　医科　　　現存／休止］ 平成30年 6月 1日作成   137 頁

 1209101,908,2 医療法人　盛和会　神〒814-0021 092-822-3533医療法人　盛和会　神神代　龍之介 平10. 8. 1一般        19診療所
     代医院 福岡県福岡市早良区荒江２丁目１常　勤:    5代医院　理事長　神代 移動 消   こう 外  現存
     ５番１０号 (医       4)　龍之介 平28. 8. 1リハ 内   小外
     (薬       1) 整外 
     非常勤:   10
     (医      10)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1210101,909,0 医療法人　いわさき一〒810-0041 092-781-3255医療法人　いわさき一岩崎　一教 平10. 1. 1一般 診療所
     教クリニック 福岡県福岡市中央区大名２丁目７常　勤:    1教クリニック　理事長 組織変更     一般     4現存
     番１１号斎藤ビル２０１号 (医       1)　岩崎　一教 平28. 1. 1外   麻   こう
     非常勤:    5 内   胃   
     (医       5)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1211101,913,2 医療法人　しんどう小〒814-0121 092-865-7100医療法人　しんどう小進藤　静生 平10. 4. 1小   診療所
     児科医院 福岡県福岡市城南区神松寺３丁目常　勤:    1児科医院　理事長　進 組織変更 現存
     ２２番２８号 (医       1)藤　静生 平28. 4. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1212101,916,5 ももち東洋クリニック〒814-0001 092-822-1152医療法人　博愛会　理犬塚　央 平10. 6. 1内   アレ 心内診療所
     福岡県福岡市早良区百道浜２丁目常　勤:    1事長　岡松　秀一 新規 現存
     ４番２７号ＡＩビル３階 (医       1) 平28. 6. 1
     非常勤:    5
     (医       5)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1213101,917,3 医療法人　松本小児科〒814-0002 092-821-6335医療法人　松本小児科松本　一郎 平10. 6. 1一般         3診療所
     医院 福岡県福岡市早良区西新４丁目８常　勤:    1医院　理事長　松本　 組織変更 小   アレ 現存
     番１６号 (医       1)壽通 平28. 6. 1
     非常勤:    1
     (医       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1214101,918,1 医療法人松井医仁会　〒810-0001 092-721-1069医療法人　松井医仁会熊野　祐司 平10. 6. 1眼   診療所
     大島眼科天神クリニッ福岡県福岡市中央区天神２丁目１常　勤:    2　理事長　松井　孝明 組織変更 現存
     ク ４－８福岡天神センタービル５階(医       2) 平28. 6. 1
     非常勤:    1
     (医       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1215101,919,9 医療法人　三仁会　フ〒814-0022 092-865-5775医療法人　三仁会　フ藤田　晃一 平10. 6. 1一般        11診療所
     ジタ内科・消化器科医福岡県福岡市早良区原７丁目４番常　勤:    1ジタ内科・消化器科医 組織変更 内   消   現存
     院 ７号 (医       1)院　理事長　藤田　晃 平28. 6. 1
     非常勤:    1一
     (医       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1216101,921,5 医療法人　たにざき皮〒814-0132 092-873-0002医療法人　たにざき皮谷崎　泰象 平10.12. 1皮   診療所
     フ科クリニック 福岡県福岡市城南区干隈二丁目４常　勤:    2フ科クリニック　理事 組織変更 現存
     ４番３１号 (医       2)長　谷崎　泰象 平28.12. 1
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 1217101,922,3 医療法人　英内科クリ〒814-0111 092-873-2200医療法人　英内科クリ田中　英明 平10.12. 1内   胃   小  診療所
     ニック 福岡県福岡市城南区茶山２丁目１常　勤:    1ニック　理事長　田中 組織変更 現存
     ５－１ (医       1)　英明 平28.12. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1218101,923,1 医療法人　なかしまク〒810-0022 092-712-3535医療法人　なかしまク中島　勝秀 平10.12. 1精   神   心内診療所
     リニック 福岡県福岡市中央区薬院１丁目５常　勤:    1リニック　理事長　中 組織変更 現存
     番６号 (医       1)島　勝秀 平28.12. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1219101,924,9 医療法人　松尾小児科〒810-0022 092-521-7277医療法人　松尾小児科松尾　誠 平10.12. 1小   診療所
     医院 福岡県福岡市中央区薬院３丁目１常　勤:    1医院　理事長　松尾　 組織変更 現存
     １番８号 (医       1)誠 平28.12. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1220101,925,6 医療法人　戸次整形外〒810-0045 092-752-0205医療法人　戸次整形外戸次　鎮昭 平11. 1. 1整外 麻   リウ診療所
     科クリニック 福岡県福岡市中央区草香江１丁目常　勤:    1科クリニック　理事長 組織変更 リハ 現存
     １番２７号 (医       1)　戸次　鎮昭 平29. 1. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1221101,926,4 医療法人　別府外科医〒810-0014 092-531-3502医療法人　別府外科医別府　和茂 平11. 4. 1一般        19診療所
     院 福岡県福岡市中央区平尾２丁目３常　勤:    3院　理事長　別府　和 組織変更 外   整外 皮  現存
     番１４号 (医       3)茂 平29. 4. 1胃   
     非常勤:    1
     (医       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1222101,927,2 医療法人田中宏明・内〒814-0142 092-864-0007医療法人田中宏明・内田中　宏明 平16. 5.11内   胃   診療所
     科胃腸科クリニック 福岡県福岡市城南区片江四丁目１常　勤:    1科胃腸科クリニック　 移動 現存
     番６号 (医       1)理事長　田中　宏明 平28. 5.11
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1223101,928,0 医療法人　一ノ瀬クリ〒810-0062 092-712-3599医療法人　一ノ瀬クリ一ノ瀬　孝行 平11. 4. 1精   神   内  診療所
     ニック 福岡県福岡市中央区荒戸１丁目１常　勤:    1ニック　理事長　一ノ 組織変更 現存
     番６号福岡大濠ビル２Ｆ (医       1)瀬　孝行 平29. 4. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1224101,929,8 聖峰会マリン病院 〒819-0001 092-883-2525医療法人　聖峰会　理岩尾　憲夫 平11. 4. 1一般        85病院
     福岡県福岡市西区小戸３丁目５５常　勤:    8事長　鬼塚　一郎 交代 内   循   消  現存
     番１２号 (医       7) 平29. 4. 1外   こう 整外
     (薬       1) リハ 救命 麻  
     非常勤:   25 呼内 アレ 
     (医      24)
     (薬       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1225101,930,6 医療法人ふかほり整形〒819-0041 092-883-8668医療法人ふかほり整形深堀　雄蔵 平11. 5. 1整外 リハ リウ診療所
     外科クリニック 福岡県福岡市西区拾六町５丁目１常　勤:    1外科クリニック　理事 組織変更 形外 現存
     ６番１１号 (医       1)長　深堀　雄蔵 平29. 5. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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 1226101,931,4 医療法人白石整形外科〒814-0175 092-865-0520医療法人白石整形外科白石　光一 平11. 5. 1一般 診療所
     医院 福岡県福岡市早良区田村４丁目２常　勤:    1医院　理事長　白石　 組織変更     一般    19現存
     ８番２６号 (医       1)光一 平29. 5. 1整外 リハ リウ
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1227101,932,2 医療法人城谷内科医院〒814-0002 092-841-2411医療法人城谷内科医院城谷　拓郎 平11. 5. 1内   胃   循  診療所
     福岡県福岡市早良区西新４丁目８常　勤:    2　理事長　城谷　堅一 組織変更 現存
     番２８号 (医       2) 平29. 5. 1
     非常勤:    1
     (医       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1228101,933,0 医療法人康栄会　菅医〒811-1103 092-812-3105医療法人康栄会　菅医菅　康三 平11. 6. 1内   呼   診療所
     院 福岡県福岡市早良区四箇６丁目１常　勤:    1院　理事長　菅　康三 組織変更 現存
     ４－５ (医       1) 平29. 6. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1229101,934,8 医療法人　松口整形外〒814-0002 092-844-1881医療法人　松口整形外松口　信行 平11. 6. 1整外 外   リウ診療所
     科クリニック 福岡県福岡市早良区西新４丁目９常　勤:    1科クリニック　理事長 組織変更 リハ 現存
     番３５号 (医       1)　松口　信行 平29. 6. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1230101,935,5 黒田整形外科医院 〒814-0165 092-872-1024医療法人　康整会　理黒田　康二 平24. 5. 2一般 診療所
     福岡県福岡市早良区次郎丸５丁目常　勤:    5事長　黒田　康二 移動     一般    19現存
     ７番９号 (医       4) 平30. 5. 2整外 リウ リハ
     (薬       1) 内   循   
     非常勤:   36
     (医      36)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1231101,936,3 医療法人　平野内科消〒814-0004 092-831-3331医療法人　平野内科消平野　基 平11.12. 1内   消   診療所
     化器科医院 福岡県福岡市早良区曙２丁目１番常　勤:    2化器科医院　理事長　 組織変更 現存
     ７号 (医       2)平野　基 平29.12. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1232101,939,7 医療法人　矢野皮膚科〒814-0013 092-821-5161医療法人　矢野皮膚科矢野　一朗 平12. 1. 1皮   ひ   性  診療所
     泌尿器科医院 福岡県福岡市早良区藤崎１丁目１常　勤:    1泌尿器科医院　理事長 組織変更 現存
     番２５号 (医       1)　矢野　一朗 平30. 1. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1233101,940,5 医療法人髙橋医院　福〒810-0041 092-714-0696医療法人髙橋医院　理河野　充彦 平12. 3. 1一般         2診療所
     岡天神メンタルクリニ福岡県福岡市中央区大名１丁目１常　勤:    1事長　髙橋　長弘 組織変更 内   循   心内現存
     ック ５番３１号 (医       1) 平30. 3. 1リハ 形外 精  
     非常勤:    1
     (医       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1234101,941,3 医療法人和信会　平野〒810-0033 092-531-1047医療法人和信会　平野平野　雅士 平12. 3. 1内   胃   診療所
     医院 福岡県福岡市中央区小笹２丁目１常　勤:    1医院　理事長　平野　 組織変更 現存
     番５号 (医       1)雅士 平30. 3. 1
     非常勤:    1
     (医       1)
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 1235101,943,9 医療法人鈴木内科医院〒814-0151 092-871-3008医療法人　鈴木内科医鈴木　統久 平12. 4. 1内   消   循  診療所
     福岡県福岡市城南区堤２丁目１１常　勤:    2院　理事長　鈴木　統 組織変更 現存
     番１６号 (医       2)久 平30. 4. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1236101,944,7 医療法人　近藤リウマ〒810-0001 092-762-2380医療法人　近藤リウマ近藤　正一 平12. 4. 1リウ 整外 リハ診療所
     チ・整形外科クリニッ福岡県福岡市中央区天神３丁目１常　勤:    2チ・整形外科クリニッ 組織変更 現存
     ク ０番１１号 (医       2)ク　理事長　近藤　正 平30. 4. 1
     一
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1237101,945,4 医療法人　南谷レディ〒819-0006 092-892-3020医療法人南谷レディー南谷　誠 平12. 4. 1一般         3診療所
     ースクリニック 福岡県福岡市西区姪浜駅南二丁目常　勤:    1スクリニック　理事長 組織変更 産婦 現存
     １番３７号メディカルビル竹下２(医       1)　南谷　誠 平30. 4. 1
     Ｆ
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1238101,946,2 医療法人　いわや小児〒819-0006 092-892-1585医療法人　いわや小児岩屋　美奈子 平12. 4. 1一般 診療所
     科クリニック 福岡県福岡市西区姪浜駅南二丁目常　勤:    1科クリニック　理事長 組織変更     一般 現存
     １番３７号メディカルビル竹下２(医       1)　岩屋　美奈子 平30. 4. 1小   
     Ｆ 非常勤:    1
     (医       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1239101,948,8 福岡市立小呂診療所 〒819-0011 092-809-2968福岡市　福岡市長　髙松浦　弘 平12. 5. 1内   小   外  診療所
     (103,207,3) 福岡県福岡市西区大字小呂島１３常　勤:    2島　宗一郎 新規 整外 耳い 眼  現存
     番地 (医       2) 平30. 5. 1歯   
     非常勤:    1
     (医       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1240101,953,8 医療法人　輝松会　ま〒819-0054 092-894-2677医療法人　輝松会　理金沢　文高 平12.10. 1一般         2診療所
     つお内科クリニック 福岡県福岡市西区上山門１丁目２常　勤:    1事長　松尾　尚 新規 内   胃   心内現存
     ２番５号 (医       1) 平24.10. 1
     非常勤:    3
     (医       3)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1241101,954,6 福岡市精神保健福祉セ〒810-0073 092-737-8825福岡市　福岡市長　髙本田　洋子 平25. 8.12精   診療所
     ンター 福岡県福岡市中央区舞鶴２－５－常　勤:    2島　宗一郎 移動 現存
     １　３Ｆ (医       2) 平25. 8.12
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1242101,955,3 橋クリニック 〒811-1102 092-872-8722医療法人　楽天堂　理中本　浩史 平12.12. 1内   胃   診療所
     福岡県福岡市早良区東入部６丁目常　勤:    1事長　 橋　玄正 新規 現存
     １５番９号 (医       1) 平24.12. 1
     非常勤:    2
     (医       2)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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 1243101,956,1 医療法人三聖会　岸田〒819-0006 092-892-3030医療法人三聖会　岸田岸田　猛 平12.11.17一般        19診療所
     内科医院 福岡県福岡市西区姪浜駅南二丁目常　勤:    2内科医院　理事長　岸 組織変更 内   呼   循  現存
     １９番２２号 (医       2)田　猛 平24.11.17アレ 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1244101,957,9 医療法人　にのさかク〒814-0171 092-872-1136医療法人　にのさかク二ノ坂　保喜 平21. 3. 2外   消   内  診療所
     リニック 福岡県福岡市早良区野芥４丁目１常　勤:    1リニック　理事長　二 移動 現存
     ９番３４号 (医       1)ノ坂　保喜 平27. 3. 2
     非常勤:    4
     (医       4)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1245101,958,7 医療法人　そう内科医〒814-0164 092-863-5266医療法人　そう内科医曽　俊光 平12.12. 1内   循   小  診療所
     院 福岡県福岡市早良区賀茂２丁目２常　勤:    1院　理事長　曽　俊光 組織変更 呼   現存
     ６番１８号 (医       1) 平24.12. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1246101,959,5 医療法人　平田内科胃〒810-0053 092-725-6778医療法人　平田内科胃平田　泰彦 平12.12. 1内   消   呼  診療所
     腸科クリニック 福岡県福岡市中央区鳥飼１丁目５常　勤:    2腸科クリニック　理事 組織変更 循   現存
     番４５号 (医       2)長　平田　泰彦 平24.12. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1247101,960,3 医療法人　赤坂田中整〒810-0042 092-771-7788医療法人　赤坂田中整田中　裕之 平12.12. 1整外 麻   リウ診療所
     形外科 福岡県福岡市中央区赤坂１丁目１常　勤:    1形外科　理事長　田中 組織変更 リハ 現存
     ０番２６号 (医       1)　裕之 平24.12. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1248101,961,1 医療法人　エイチ・シ〒810-0032 092-736-5183医療法人　エイチ・シ武富　賢治 平18. 7. 1内   診療所
     ー・ユー　たけとみク福岡県福岡市中央区輝国二丁目１常　勤:    2ー・ユー　理事長　武 移動 現存
     リニック １番１３－１０１号 (医       2)富　賢治 平24. 7. 1
     非常勤:   11
     (医      11)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1249101,963,7 福岡大学診療所 〒814-0180 092-871-6631学校法人福岡大学　理仁位　隆信 平13. 4. 1内   診療所
     福岡県福岡市城南区七隈８丁目１常　勤:    1事長　貫　正義 新規 現存
     ９番１号 (医       1) 平25. 4. 1
     非常勤:    4
     (医       4)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1250101,967,8 明正会城南耳鼻咽喉科〒814-0155 092-874-8333医療法人社団　明正会恒冨　今日子 平13. 5. 1耳い アレ 他  診療所
     アレルギー科クリニッ福岡県福岡市城南区東油山１丁目常　勤:    2　理事長　宮村　健一 新規 現存
     ク ２番２２号 (医       2)郎 平25. 5. 1
     非常勤:    1
     (医       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1251101,968,6 愛皮膚科クリニック 〒819-0006 092-892-8510医療法人貴愛会　理事末永　義則 平13. 5. 1皮   診療所
     福岡県福岡市西区姪浜駅南１丁目常　勤:    1長　分山　博志 新規 現存
     ５－２２ (医       1) 平25. 5. 1
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 1252101,970,2 医療法人　梶山医院 〒810-0003 092-731-2233医療法人　梶山医院　梶山　渉 平13. 5. 1一般 診療所
     福岡県福岡市中央区春吉２丁目１常　勤:    1理事長　梶山　渉 組織変更     一般    14現存
     ５番１８号 (医       1) 平25. 5. 1内   小   
     非常勤:    6
     (医       6)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1253101,972,8 医療法人アイブイエフ〒810-0001 092-735-6655医療法人アイブイエフ詠田　由美 平16.10. 1産婦 診療所
     詠田クリニック 福岡県福岡市中央区天神１丁目１常　勤:    4詠田クリニック　理事 移動 現存
     ２番１号日の出福岡ビル６Ｆ (医       4)長　詠田　由美 平28.10. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1254101,973,6 医療法人　しぶえ皮ふ〒814-0111 092-841-4112医療法人　しぶえ皮ふ澁江　賢一 平13.12. 1皮   診療所
     科クリニック 福岡県福岡市城南区茶山２－１３常　勤:    1科クリニック　理事長 組織変更 現存
     －２１ (医       1)　澁江　賢一 平25.12. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1255101,975,1 医療法人　皆川クリニ〒814-0031 092-823-0855医療法人　皆川クリニ皆川　和男 平13.12.11内   胃   小  診療所
     ック 福岡県福岡市早良区南庄６丁目１常　勤:    1ック　理事長　皆川　 組織変更 現存
     ０番１５号 (医       1)和男 平25.12.11
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1256101,976,9 医療法人栄樹会　東内〒819-0000 092-891-5334医療法人栄樹会　東内東　晃一 平13.12.20一般         3診療所
     科医院 福岡県福岡市西区姪浜一丁目１３常　勤:    1科医院　理事長　東　 組織変更 療養        16休止
     番３１号 (医       1)晃一 平25.12.20内   循   消  
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1257101,977,7 医療法人　あんのうら〒814-0004 092-844-0201医療法人　あんのうら案浦　聖凡 平14. 1. 1整外 リウ リハ診療所
     整形外科クリニック 福岡県福岡市早良区曙２丁目１－常　勤:    1整形外科クリニック　 組織変更 現存
     １１ (医       1)理事長　案浦　聖凡 平26. 1. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1258101,978,5 医療法人　迎医院 〒814-0031 092-823-0113医療法人　迎医院　理迎　利彦 平14. 4. 1内   循   診療所
     福岡県福岡市早良区南庄２丁目１常　勤:    1事長　迎　利彦 組織変更 現存
     ７番７号 (医       1) 平26. 4. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1259101,980,1 医療法人　かねまるウ〒810-0001 092-738-3033医療法人　かねまるウ金丸　みはる 平14. 4. 1産婦 診療所
     ィメンズクリニック 福岡県福岡市中央区天神２丁目３常　勤:    1ィメンズクリニック　 組織変更 現存
     －２天神アイエスビル５Ｆ (医       1)理事長　金丸　みはる 平26. 4. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1260101,981,9 医療法人慈祐会　すぎ〒814-0155 092-874-2611医療法人慈祐会　理事杉　紀賢 平14. 4. 1眼   診療所
     眼科クリニック 福岡県福岡市城南区東油山１丁目常　勤:    1長　杉　紀賢 組織変更 現存
     ２番２２号 (医       1) 平26. 4. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1261101,984,3 医療法人健心会　阿南〒819-0013 092-891-2535医療法人健心会　理事阿南　健 平14. 5. 1内   循   診療所
     クリニック 福岡県福岡市西区愛宕浜４丁目１常　勤:    1長　阿南　健 組織変更 現存
     番２０号 (医       1) 平26. 5. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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 1262101,985,0 医療法人　西田たみお〒814-0031 092-842-1075医療法人　西田たみお西田　民夫 平14. 5. 1整外 リウ リハ診療所
     整形外科医院 福岡県福岡市早良区南庄２丁目５常　勤:    1整形外科医院　理事長 組織変更 現存
     番２３号 (医       1)　西田　民夫 平26. 5. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1263101,986,8 医療法人たけだ耳鼻咽〒814-0114 092-872-5533医療法人たけだ耳鼻咽竹田　和夫 平14. 6. 1耳い アレ 診療所
     喉科医院 福岡県福岡市城南区金山団地５０常　勤:    1喉科医院　理事長　竹 組織変更 現存
     －１ (医       1)田　和夫 平26. 6. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1264101,988,4 室見皮ふ科クリニック〒814-0015 092-833-7373医療法人しんあい会　力久　航 平14.10. 1皮   診療所
     福岡県福岡市早良区室見４丁目２常　勤:    1理事長　松尾　眞二郎 交代 現存
     ４番１８号 (医       1) 平26.10. 1
     非常勤:    1
     (医       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1265101,989,2 医療法人コロプロクリ〒814-0123 092-871-4814医療法人コロプロクリ松吉　正隆 平14.12. 1一般        18診療所
     ニック 福岡県福岡市城南区長尾４丁目６常　勤:    1ニック　理事長　松吉 組織変更 こう 胃   現存
     番２０号 (医       1)　正隆 平26.12. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1266101,990,0 医療法人たさき小児科〒814-0162 092-872-1455医療法人たさき小児科田﨑　宏介 平14.12. 1小   診療所
     クリニック 福岡県福岡市早良区星の原団地３常　勤:    1クリニック　理事長　 組織変更 現存
     ２番 (医       1)田﨑　宏介 平26.12. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1267101,991,8 医療法人井上耳鼻咽喉〒819-0166 092-807-5885医療法人井上耳鼻咽喉井上　朝登 平14.12. 1耳い 診療所
     科クリニック 福岡県福岡市西区横浜１丁目１０常　勤:    1科クリニック　理事長 組織変更 現存
     番１７号 (医       1)　井上　朝登 平26.12. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1268101,992,6 医療法人西耳鼻咽喉科〒814-0031 092-846-1377医療法人西耳鼻咽喉科西　憲一郎 平14.12. 6耳い 診療所
     医院 福岡県福岡市早良区南庄２丁目１常　勤:    1医院　理事長　西　憲 組織変更 現存
     ３番１２号 (医       1)一郎 平26.12. 6
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1269101,993,4 医療法人　ウェルライ〒810-0001 092-738-8733医療法人　ウェルライ木村　昌幹 平23. 3. 1心内 精   内  診療所
     フ　アイさくらクリニ福岡県福岡市中央区天神一丁目２常　勤:    1フ　理事長　木村　昌 移動 アレ 現存
     ック 番１２号４階 (医       1)幹 平29. 3. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1270101,994,2 天神美容皮膚科　師井〒810-0001 092-761-0210医療法人スリーエム　師井　美樹 平14.12. 1皮   診療所
     美樹クリニック 福岡県福岡市中央区天神２丁目３常　勤:    2理事長　師井　美樹 組織変更 現存
     番２号天神アイエスビル６階 (医       2) 平26.12. 1
     非常勤:    1
     (医       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1271101,995,9 医療法人なら林内科・〒814-0032 092-841-5888医療法人なら林内科・楢林　英樹 平14.12. 1内   消   循  診療所
     循環器科医院 福岡県福岡市早良区小田部１丁目常　勤:    1循環器科医院　理事長 組織変更 小   現存
     １３番７号 (医       1)　楢林　英樹 平26.12. 1
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 1272101,996,7 こざわ眼科クリニック〒814-0033 092-801-0040医療法人こざわ眼科ク小沢　昌彦 平15. 1. 1眼   診療所
     福岡県福岡市早良区有田５丁目２常　勤:    2リニック　理事長　小 組織変更 現存
     ４－３０ (医       2)沢　昌彦 平27. 1. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1273101,997,5 医療法人正誠会　倉重〒814-0033 092-831-3516医療法人正誠会　理事倉重　誠二 平15. 1. 1療養        43病院
     病院 福岡県福岡市早良区有田二丁目１常　勤:    2長　倉重　誠二 組織変更 胃   外   整外現存
     ０番５０号 (医       2) 平27. 1. 1内   
     非常勤:    1
     (医       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1274101,998,3 医療法人　田中内科ク〒810-0013 092-531-1002医療法人　田中内科ク田中　拓夫 平15. 1. 1内   呼   診療所
     リニック 福岡県福岡市中央区大宮二丁目５常　勤:    2リニック　理事長　田 組織変更 現存
     －５ (医       2)中　拓夫 平27. 1. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1275101,999,1 医療法人きよまつ小児〒814-0021 092-821-6392医療法人きよまつ小児清松　由美 平15. 1. 1小   診療所
     科医院 福岡県福岡市早良区荒江３丁目１常　勤:    1科医院　理事長　清松 組織変更 現存
     １番２４号 (医       1)　由美 平27. 1. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1276102,008,0 医療法人　愛成会　東〒810-0045 092-731-3872医療法人　愛成会　東東野　純彦 平 2. 2. 1一般        19診療所
     野産婦人科医院 福岡県福岡市中央区草香江２丁目常　勤:    2野産婦人科医院　理事 産   婦   現存
     ２－１７ (医       2)長　東野　純彦 平29. 2. 1
     非常勤:    6
     (医       6)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1277102,021,3 医療法人　あんどう小〒810-0035 092-741-2410医療法人あんどう小児安藤　寛 平 2. 4. 1内   小   診療所
     児科医院 福岡県福岡市中央区梅光園２丁目常　勤:    1科医院　理事長　安藤 現存
     １０－２０ (医       1)　寛 平29. 4. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1278102,034,6 医療法人　井上四郎小〒814-0153 092-863-4031医療法人　井上四郎小井上　秀一郎 平18.10. 8小   診療所
     児科医院 福岡県福岡市城南区樋井川６丁目常　勤:    1児科医院　理事長　井 移動 現存
     ３３－１５ (医       1)上　秀一郎 平24.10. 8
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1279102,110,4 ふくろのクリニック 〒810-0045 092-761-7273袋野　和義 袋野　和義 平 4. 7. 1内   小   胃  診療所
     福岡県福岡市中央区草香江１丁目常　勤:    1 呼   放   現存
     ８－３９ (医       1) 平28. 7. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1280102,125,2 オルソメディカルクリ〒810-0041 092-738-5180医療法人香華会　理事李　智裕 平11.12. 3一般         3診療所
     ニック 福岡県福岡市中央区大名２丁目６常　勤:    2長　金　博哲 移動 産婦 現存
     番３９号西澤ビル５階 (医       2) 平29.12. 3
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1281102,159,1 せちクリニック 〒814-0032 092-845-8877瀬知　敬一 瀬知　敬一 平 5.11. 1内   胃   小  診療所
     福岡県福岡市早良区小田部１丁目常　勤:    1 新規 現存
     １３－１８ (医       1) 平23.11. 1



 医 療 機 関 番 号  医 療 機 関 名 称 医療機関所在地 開設者氏名 備  考管理者氏名項 番
指定年月日
登録理由
指定期間始

病床数
／

診療科名

電話番号
／

勤務医数

                 コード内容別医療機関一覧表

［平成30年 6月 1日現在　医科　　　現存／休止］ 平成30年 6月 1日作成   145 頁

 1282102,201,1 せき小児科・アレルギ〒814-0123 092-534-5111関　真人 関　真人 平24.10. 1小   アレ 診療所
     ー科クリニック 福岡県福岡市城南区長尾２丁目７常　勤:    1 新規 現存
     番２０号 (医       1) 平24.10. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1283102,202,9 天神形成外科クリニッ〒810-0001 092-738-1155増田　禎一 増田　禎一 平24.10. 1形外 美外 皮  診療所
     ク 福岡県福岡市中央区天神２－４－常　勤:    1 新規 現存
     １２コスモ天神ビル３０１ (医       1) 平24.10. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1284102,203,7 中村きょうこ皮膚科 〒814-0113 092-407-8067中村　恭子 中村　恭子 平24.11. 1皮   診療所
     福岡県福岡市城南区田島１丁目１常　勤:    1 新規 現存
     ５番６０号 (医       1) 平24.11. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1285102,204,5 やまさき脳神経・内科〒814-0165 092-874-0102医療法人　やまさき脳山﨑　賢智 平24.12. 1内   神内 診療所
     クリニック 福岡県福岡市早良区次郎丸四丁目常　勤:    1神経・内科クリニック 組織変更 現存
     ９番１０号 (医       1)　理事長　山﨑　賢智 平24.12. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1286102,205,2 フカガワクリニック 〒814-0002 092-845-6105医療法人　医王光徳会深川　康裕 平24.12. 1内   診療所
     福岡県福岡市早良区西新二丁目７常　勤:    1　理事長　深川　康裕 組織変更 現存
     番８号ラクレイス西新２階 (医       1) 平24.12. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1287102,206,0 いと眼科 〒819-0379 092-407-3452医療法人　華翔会　理添田　修二 平25. 1. 1眼   診療所
     福岡県福岡市西区北原一丁目２番常　勤:    1事長　瀬戸　輝幸 交代 現存
     １号 (医       1) 平25. 1. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1288102,207,8 スポーツ・栄養クリニ〒810-0022 092-716-5550医療法人明和会　理事武田　淳也 平25. 1. 1整外 内   リハ診療所
     ック 福岡県福岡市中央区薬院一丁目５常　勤:    1長　武田　淳也 組織変更 リウ 現存
     番６号 (医       1) 平25. 1. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1289102,208,6 おだクリニック日帰り〒810-0011 092-534-7507医療法人　斉智会　理小田　斉 平25. 1. 1一般 診療所
     手術外科 福岡県福岡市中央区高砂１丁目８常　勤:    2事長　小田　斉 組織変更     一般     6療養病床
     －８サンクス渡辺通３Ｆ．４Ｆ (医       1) 平25. 1. 1外   胃   こう現存
     (薬       1) 呼外 心外 麻  
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1290102,209,4 古野セントマリアクリ〒814-0123 092-512-8181医療法人　古野セント古野　剛一 平25. 1. 1一般        12診療所
     ニック 福岡県福岡市城南区長尾３丁目１常　勤:    1マリアクリニック　理 組織変更 産   婦   現存
     ０番３０号 (医       1)事長　古野　剛一 平25. 1. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1291102,210,2 かとう眼科医院 〒814-0133 092-866-1010医療法人　かとう眼科加藤　整 平25. 1. 1眼   診療所
     福岡県福岡市城南区七隈３丁目２常　勤:    1医院　理事長　加藤　 組織変更 現存
     番１８号 (医       1)整 平25. 1. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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 1292102,212,8 医療法人　健康長寿会〒810-0022 092-534-1315医療法人　健康長寿会中尾　譲 平25. 2. 1内   消   循  診療所
     　薬院浄水クリニック福岡県福岡市中央区薬院４丁目１常　勤:    2　理事長　中尾　譲 新規 呼内 アレ 精  現存
     ０番４０号 (医       2) 平25. 2. 1
     非常勤:    1
     (医       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1293102,213,6 天神総合クリニック 〒810-0021 092-725-7117医療法人　天神総合ク中村　賢二郎 平25. 2. 1内   外   胃  診療所
     福岡県福岡市中央区今泉一丁目２常　勤:    1リニック　理事長　中 組織変更 皮   現存
     ２番２０－７０１号 (医       1)村　賢二郎 平25. 2. 1
     非常勤:    1
     (医       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1294102,214,4 井槌病院 〒810-0022 092-521-2355医療法人　エンジェル井槌　邦雄 平25. 2. 1一般        24病院
     福岡県福岡市中央区薬院４－１５常　勤:    3会　理事長　井槌　邦 組織変更 産   婦   現存
     －６ (医       3)雄 平25. 2. 1
     非常勤:    9
     (医       9)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1295102,215,1 医療法人　なかにわメ〒814-0111 092-844-4949医療法人　なかにわメ中庭　洋一 平25. 4. 1精   神内 診療所
     ンタルクリニック 福岡県福岡市城南区茶山二丁目１常　勤:    1ンタルクリニック　理 組織変更 現存
     ０番５号 (医       1)事長　中庭　洋一 平25. 4. 1
     非常勤:    3
     (医       3)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1296102,216,9 藤 レディースクリニ〒814-0022 092-874-7711藤 　啓造 藤 　啓造 平25. 5. 1産婦 診療所
     ック 福岡県福岡市早良区原７丁目１４常　勤:    1 新規 現存
     番３５号トニーコート弐番館　１(医       1) 平25. 5. 1
     －Ａ号室
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1297102,217,7 福岡市健康づくりサポ〒810-0073 092-751-7778一般社団法人　福岡市井口　登與志 平25. 5. 1内   婦   診療所
     ートセンター 福岡県福岡市中央区舞鶴２丁目５常　勤:    3医師会　会長　長柄　 新規 現存
     番１号 (医       3)均 平25. 5. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1298102,218,5 まち神経内科クリニッ〒810-0063 092-717-7272町　ミチ 町　ミチ 平25. 5. 1神内 内   診療所
     ク 福岡県福岡市中央区唐人町１丁目常　勤:    1 新規 現存
     ５番１号　３Ｆ (医       1) 平25. 5. 1
     非常勤:    2
     (医       2)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1299102,219,3 メンタルクリニック百〒814-0001 092-833-2121德永　仁伯 德永　仁伯 平25. 6. 1心内 精   診療所
     道浜 福岡県福岡市早良区百道浜３－３常　勤:    1 新規 現存
     －１－２Ｆ (医       1) 平25. 6. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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 1300102,220,1 酒井胃腸内科・内科ク〒814-0022 092-832-3131医療法人　健恵会　理酒井　健二 平25. 5. 1胃   内   診療所
     リニック 福岡県福岡市早良区原１丁目３０常　勤:    1事長　酒井　健二 組織変更 現存
     番３６号 (医       1) 平25. 5. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1301102,222,7 もとやま小児科クリニ〒819-0006 092-883-7415医療法人もとやま小児元山　浩貴 平25. 6. 1小   診療所
     ック 福岡県福岡市西区姪浜駅南二丁目常　勤:    1科クリニック　理事長 組織変更 現存
     ３１番２号 (医       1)　元山　浩貴 平25. 6. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1302102,223,5 医療法人福岡桜十字　〒810-0004 092-791-1100医療法人福岡桜十字　今村　博孝 平25. 6. 1一般       199病院
     桜十字福岡病院 福岡県福岡市中央区渡辺通３丁目常　勤:   18理事長　今村　博孝 移動 内   消   脳内療養病床
     ５番１１号 (医      15) 平25. 6. 1循   リハ 放  現存
     (薬       3) 呼内 婦   
     非常勤:   27
     (医      27)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1303102,224,3 学研都市林眼科 〒819-0367 092-805-5535医療法人社団研英会　吉村　武 平25. 7. 1眼   診療所
     福岡市西区西都一丁目３番５号 常　勤:    1理事長　林　研 新規 現存
     (医       1) 平25. 7. 1
     非常勤:    5
     (医       5)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1304102,225,0 干隈ひふ科・アレルギ〒814-0171 092-834-3802医療法人藤の樹会　理池原　征夫 平25. 7. 1皮   アレ 診療所
     ー科クリニック 福岡県福岡市早良区野芥２丁目１常　勤:    1事長　藤田　晶子 新規 現存
     番１号 (医       1) 平25. 7. 1
     非常勤:    1
     (医       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1305102,228,4 まつおクリニック 〒814-0022 092-833-0333松尾　勝一 松尾　勝一 平25. 8. 1内   外   診療所
     福岡県福岡市早良区原５丁目３－常　勤:    1 新規 現存
     ６ (医       1) 平25. 8. 1
     非常勤:    1
     (医       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1306102,229,2 九大学研都市メンタル〒819-0378 092-805-7776矢野　秀郎 矢野　秀郎 平25. 9. 1心内 精   診療所
     クリニック 福岡県福岡市西区西都１丁目１－常　勤:    1 新規 現存
     ４７ (医       1) 平25. 9. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1307102,230,0 かわなみ内科 〒814-0123 092-534-4171川浪　憲一 川浪　憲一 平25. 9. 1内   循   診療所
     福岡県福岡市城南区長尾３丁目２常　勤:    1 新規 現存
     ７番１号 (医       1) 平25. 9. 1
     非常勤:    1
     (医       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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 1308102,232,6 いしだ心療クリニック〒810-0073 092-720-2100石田　篤嗣 石田　篤嗣 平25.10. 1心内 精   診療所
     福岡県福岡市中央区舞鶴１丁目１常　勤:    1 新規 現存
     番３号リクルート天神ビル３Ｆ (医       1) 平25.10. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1309102,233,4 医療法人　真心会　む〒814-0133 092-874-0020医療法人　真心会　理村山　眞 平25. 9. 1一般 診療所
     らやま泌尿器科クリニ福岡県福岡市城南区七隈七丁目２常　勤:    2事長　村山　眞 組織変更     一般    13現存
     ック 番１号 (医       2) 平25. 9. 1ひ   
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1310102,234,2 はるかなれいクリニッ〒810-0022 092-791-6615医療法人海と空　理事井上　隆人 平25.12. 1内   歯   診療所
     (103,513,4) ク 福岡県福岡市中央区薬院２丁目４常　勤:    1長　井上　玲奈 組織変更 現存
     －１５ボスコ薬院６０３号 (医       1) 平25.12. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1311102,235,9 天神皮ふ科 〒810-0001 092-733-0871医療法人ひまわり会　松尾　眞二郎 平25.12. 1皮   アレ 診療所
     福岡県福岡市中央区天神２丁目４常　勤:    2理事長　松尾　眞二郎 組織変更 現存
     －２０天神プラッサ３Ｆ (医       2) 平25.12. 1
     非常勤:    1
     (医       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1312102,236,7 薬院内科循環器クリニ〒810-0004 092-738-0123医療法人あさかぜ　理村岡　聡一 平25.12. 1内   循   小  診療所
     ック 福岡県福岡市中央区渡辺通二丁目常　勤:    4事長　村岡　聡一 組織変更 皮   精   現存
     ６番１２号 (医       4) 平25.12. 1
     非常勤:    1
     (医       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1313102,237,5 メンタルクリニック桜〒810-0023 092-725-7900渡邊　泰良 渡邊　泰良 平26. 1. 1心内 精   診療所
     坂 福岡県福岡市中央区警固３－６－常　勤:    1 新規 現存
     １クラシオン桜坂２Ｆ (医       1) 平26. 1. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1314102,238,3 井上耳鼻咽喉科 〒810-0001 092-751-0605医療法人井上耳鼻咽喉井上　裕章 平26. 1. 1耳い 診療所
     福岡県福岡市中央区天神二丁目１常　勤:    1科　理事長　井上　裕 組織変更 現存
     ４番８号福岡天神センタービル５(医       1)章 平26. 1. 1
     階
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1315102,239,1 おおやこどもクリニッ〒814-0031 092-834-5608医療法人おおやこども大屋　和之 平26. 1. 1小   内   麻  診療所
     ク 福岡県福岡市早良区南庄三丁目６常　勤:    2クリニック　理事長　 組織変更 リハ 現存
     番３０号 (医       2)大屋　和之 平26. 1. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1316102,240,9 西村胃腸内科 〒810-0014 092-523-6150医療法人西村胃腸内科西村　政隆 平26. 1. 1内   胃   こう診療所
     福岡県福岡市中央区平尾二丁目５常　勤:    1　理事長　西村　政隆 組織変更 現存
     番８号ラクレイス平尾ステーショ(医       1) 平26. 1. 1
     ン３階
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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 1317102,241,7 皆良田眼科医院 〒819-0041 092-885-0607医療法人皆良田眼科医皆良田　研介 平26. 1. 1眼   診療所
     福岡県福岡市西区拾六町１丁目２常　勤:    1院　理事長　皆良田　 組織変更 現存
     １番１８号 (医       1)研介 平26. 1. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1318102,242,5 医療法人ガーデンヒル〒810-0033 092-521-7500医療法人ガーデンヒル牛丸　敬祥 平26. 1. 1一般 診療所
     ズウィメンズクリニッ福岡県福岡市中央区小笹五丁目１常　勤:    2ズウィメンズクリニッ 組織変更     一般    15現存
     ク ５番２１号 (医       2)ク　理事長　牛丸　敬 平26. 1. 1産婦 
     祥
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1319102,243,3 医療法人ＫＭペインク〒814-0001 092-833-5354医療法人ＫＭペインク宮原　桂子 平26. 1. 1リハ 麻   呼内診療所
     リニック 福岡県福岡市早良区百道浜四丁目常　勤:    1リニック　理事長　宮 組織変更 現存
     １番４－１０１号 (医       1)原　桂子 平26. 1. 1
     非常勤:    1
     (医       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1320102,244,1 碇整形外科医院 〒819-0015 092-891-3520碇　伸博 碇　伸博 平26. 1. 1一般        12診療所
     福岡県福岡市西区愛宕２－１１－常　勤:    1 交代 整外 リハ リウ現存
     ３ (医       1) 平26. 1. 1
     非常勤:    1
     (医       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1321102,245,8 わせだメンタルクリニ〒814-0013 092-832-3152早稲田　隆 早稲田　隆 平26. 1. 1神   精   心内診療所
     ック 福岡県福岡市早良区藤崎１丁目１常　勤:    1 組織変更 現存
     番４０号 (医       1) 平26. 1. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1322102,246,6 医療法人萱島外科 〒810-0062 092-751-6886医療法人萱島外科　理萱島　孝二 平26. 2. 1一般        16診療所
     福岡県福岡市中央区荒戸２丁目２常　勤:    1事長　萱島　孝二 組織変更 外   胃   こう現存
     番４０号 (医       1) 平26. 2. 1内   
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1323102,247,4 医療法人　英慶会　三〒819-0373 092-806-1020医療法人　英慶会　理田中　三津子 平26. 6. 1外   消   内  診療所
     愛クリニック 福岡県福岡市西区周船寺２丁目１常　勤:    2事長　田中　三津子 移動 現存
     ２番３９号 (医       2) 平26. 6. 1
     非常勤:    2
     (医       2)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1324102,249,0 ゆうきあさな　こころ〒810-0041 092-713-2020結城　麻奈 結城　麻奈 平26. 4. 1心内 精   診療所
     のクリニック 福岡県福岡市中央区大名１－１－常　勤:    1 新規 現存
     ３８サウスサイドテラス４階 (医       1) 平26. 4. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1325102,251,6 山田整形外科 〒810-0015 092-534-7510山田　康人 山田　康人 平26. 4. 1整外 リハ 診療所
     福岡県福岡市中央区那の川二丁目常　勤:    1 新規 現存
     ５番９号　３Ｆ (医       1) 平26. 4. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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 1326102,252,4 皮ふ科・アレルギー科〒819-0054 092-884-1112加藤　しおり 加藤　しおり 平26. 5. 1皮   アレ 診療所
     　しおりクリニック 福岡県福岡市西区上山門１丁目１常　勤:    1 新規 現存
     ４番１号 (医       1) 平26. 5. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1327102,253,2 大濠パーククリニック〒810-0051 092-724-5520医療法人　清涼会　理八谷　俊朗 平26. 4. 1内   脳外 リハ診療所
     福岡県福岡市中央区大濠公園２番常　勤:    1事長　八谷　俊朗 組織変更 婦   心内 精  現存
     ３５号 (医       1) 平26. 4. 1皮   
     非常勤:    3
     (医       3)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1328102,256,5 なごみクリニック 〒811-1101 092-407-2337医療法人　すずらん会金丸　秀樹 平26. 5. 1精   心内 内  診療所
     福岡県福岡市早良区重留六丁目６常　勤:    1　浦島　創 新規 現存
     番１０号 (医       1) 平26. 5. 1
     非常勤:   21
     (医      21)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1329102,257,3 ジェネラルクリニック〒810-0011 092-526-0055梶原　正伯 梶原　正伯 平26. 6. 1内   消   アレ診療所
     福岡 福岡県福岡市中央区高砂２－８－常　勤:    1 新規 現存
     １２ (医       1) 平26. 6. 1
     非常勤:    1
     (医       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1330102,258,1 前田ごう整形外科 〒819-0006 092-883-3757医療法人ＧＯ　理事長前田　剛 平26. 5. 1整外 リハ 診療所
     福岡県福岡市西区姪浜駅南三丁目常　勤:    1　前田　剛 組織変更 現存
     １５番１８号 (医       1) 平26. 5. 1
     非常勤:    1
     (医       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1331102,260,7 しぶた乳腺クリニック〒819-0005 092-836-9502渋田　健二 渋田　健二 平26. 7. 1外   診療所
     福岡県福岡市西区内浜１丁目１番常　勤:    1 新規 現存
     ５号 (医       1) 平26. 7. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1332102,261,5 つのだ耳鼻咽喉科クリ〒814-0165 092-874-4133医療法人爽生会　理事角田　憲昭 平26. 7. 1耳い アレ 診療所
     ニック 福岡県福岡市早良区次郎丸四丁目常　勤:    1長　角田　憲昭 組織変更 現存
     ９番１１号 (医       1) 平26. 7. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1333102,262,3 岡眼科天神クリニック〒810-0001 092-731-0170医療法人先進会　理事菅沼　隆之 平26. 7. 1眼   診療所
     福岡県福岡市中央区天神２丁目８常　勤:    2長　岡　義隆 交代 現存
     番３８号協和ビル１０階 (医       2) 平26. 7. 1
     非常勤:    5
     (医       5)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------



 医 療 機 関 番 号  医 療 機 関 名 称 医療機関所在地 開設者氏名 備  考管理者氏名項 番
指定年月日
登録理由
指定期間始

病床数
／

診療科名

電話番号
／

勤務医数

                 コード内容別医療機関一覧表

［平成30年 6月 1日現在　医科　　　現存／休止］ 平成30年 6月 1日作成   151 頁

 1334102,263,1 福田心臓血管クリニッ〒814-0002 092-834-7678福田　裕次郎 福田　裕次郎 平26. 9. 1循   内   診療所
     ク 福岡県福岡市早良区西新４丁目９常　勤:    1 新規 現存
     番３５真栄ビル４階 (医       1) 平26. 9. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1335102,264,9 医療法人　ＳＳＣ　西〒819-0367 医療法人　ＳＳＣ　理坂井　友二 平26. 9. 1耳い アレ 診療所
     都クリニック 福岡県福岡市西区西都一丁目４－常　勤:    1事長　坂口　伸治 新規 現存
     ４ (医       1) 平26. 9. 1
     非常勤:    4
     (医       4)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1336102,266,4 小児科・アレルギー科〒814-0032 092-844-4778金光　紀明 金光　紀明 平26. 9. 1小   アレ 診療所
     　かねみつクリニック福岡県福岡市早良区小田部７－１常　勤:    1 新規 現存
     ０－１５ (医       1) 平26. 9. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1337102,267,2 大神内科クリニック 〒814-0011 092-821-0053大神　信道 大神　信道 平26.10. 1呼内 内   アレ診療所
     福岡県福岡市早良区高取１丁目３常　勤:    1 新規 現存
     －２０ファインガーデン高取２０(医       1) 平26.10. 1
     ４
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1338102,269,8 本多眼科 〒810-0015 092-534-4800本多　貴一 本多　貴一 平26.11. 1眼   診療所
     福岡県福岡市中央区那の川２丁目常　勤:    2 新規 現存
     １０－２５メディカルガーデン平(医       2) 平26.11. 1
     尾２階
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1339102,270,6 アイクリニック天神 〒810-0001 092-235-7411大倉　萬佐子 大倉　萬佐子 平26.11. 1眼   診療所
     福岡県福岡市中央区天神２－１１常　勤:    1 新規 現存
     －１福岡パルコ６階 (医       1) 平26.11. 1
     非常勤:    3
     (医       3)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1340102,271,4 大庭医院 〒810-0031 092-731-3886大庭　聡 大庭　聡 平26. 9.28一般         1診療所
     福岡県福岡市中央区谷１丁目１４常　勤:    1 交代 内   小   現存
     番１９号 (医       1) 平26. 9.28
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1341102,272,2 天神頭痛クリニック　〒810-0001 092-791-3985医療法人　陣の内脳神原口　直樹 平26.12. 1脳外 神内 リハ診療所
     陣の内脳神経外科　神福岡県福岡市中央区天神二丁目１常　勤:    1経外科クリニック　理 新規 内   小   現存
     経内科 ４－１３天神三井ビル１Ｆ (医       1)事長　陣内　敬文 平26.12. 1
     非常勤:    1
     (医       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1342102,274,8 はしもとメンタルクリ〒819-0373 092-807-5666橋本　崇史 橋本　崇史 平26.12. 1精   心内 診療所
     ニック 福岡県福岡市西区周船寺２丁目９常　勤:    1 新規 現存
     －１２サンユービル２Ｆ (医       1) 平26.12. 1
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 1343102,275,5 つかもと内科 〒814-0161 092-832-5901塚本　雅俊 塚本　雅俊 平26.12. 1内   診療所
     福岡県福岡市早良区飯倉３丁目３常　勤:    1 新規 現存
     １番１４号 (医       1) 平26.12. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1344102,276,3 たけいち内科胃腸クリ〒814-0015 092-852-1117武市　昌郎 武市　昌郎 平27. 1. 1内   胃   消  診療所
     ニック 福岡県福岡市早良区室見２丁目１常　勤:    1 新規 現存
     ５番２７号 (医       1) 平27. 1. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1345102,277,1 星の原クリニック 〒814-0022 092-407-2023医療法人　星の原クリ林　俊 平26.12. 3内   消   形外診療所
     福岡県福岡市早良区原８丁目３６常　勤:    1ニック　理事長　林　 組織変更 皮   外   現存
     番１５号 (医       1)俊 平26.12. 3
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1346102,278,9 おおた整形クリニック〒819-0367 092-406-0929医療法人ＯＳＣ　理事大田　博人 平26.12. 4整外 美外 診療所
     福岡県福岡市西区西都一丁目４番常　勤:    1長　大田　博人 組織変更 現存
     ３号 (医       1) 平26.12. 4
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1347102,280,5 ふちの眼科 〒819-0373 092-807-6171医療法人　ふちの眼科渕野　由起 平27. 1. 1眼   診療所
     福岡県福岡市西区周船寺１丁目１常　勤:    1　理事長　渕野　由起 組織変更 現存
     ０番７号 (医       1) 平27. 1. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1348102,281,3 ささき内科・糖尿病ク〒814-0002 092-821-3500佐々木　修二 佐々木　修二 平27. 2. 1内   診療所
     リニック 福岡県福岡市早良区西新５丁目１常　勤:    1 新規 現存
     ５－１３西ビル１階 (医       1) 平27. 2. 1
     非常勤:    6
     (医       6)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1349102,282,1 松嶋内科クリニック 〒810-0042 092-714-0461医療法人松嶋内科クリ松嶋　祐 平27. 1. 1内   消   他  診療所
     福岡県福岡市中央区赤坂一丁目１常　勤:    2ニック　理事長　松嶋 組織変更 現存
     ５番２４号 (医       2)　祥子 平27. 1. 1
     非常勤:    2
     (医       2)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1350102,283,9 岩﨑整形外科クリニッ〒810-0001 092-716-5816医療法人岩﨑整形外科岩﨑　敏展 平29. 8. 1整外 リハ 診療所
     ク 福岡市中央区天神二丁目１４番８常　勤:    1クリニック　理事長　 移動 現存
     号福岡天神センタービル５階 (医       1)岩﨑　敏展 平29. 8. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1351102,284,7 三村かずお内科クリニ〒810-0011 092-406-2600三村　和郎 三村　和郎 平27. 3. 1内   診療所
     ック 福岡県福岡市中央区高砂１丁目８常　勤:    1 新規 現存
     番８号サンクス渡辺通２階 (医       1) 平27. 3. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1352102,285,4 ブリスクリニック形成〒810-0005 092-791-1441田尻　豊和 田尻　豊和 平27. 3. 1形外 美外 診療所
     外科・美容外科・美容福岡県福岡市中央区清川１－９－常　勤:    1 新規 現存
     皮膚科 ２０テングッド渡辺通３階 (医       1) 平27. 3. 1
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 1353102,286,2 有村内科クリニック 〒810-0062 092-721-6679有村　英一郎 有村　英一郎 平27. 3. 1内   消   呼内診療所
     福岡県福岡市中央区荒戸１－５－常　勤:    1 交代 循   現存
     ２８ (医       1) 平27. 3. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1354102,287,0 糖尿病ケアクリニック〒810-0031 092-733-8761大久保　賢 大久保　賢 平27. 4. 1内   診療所
     六本松 福岡県福岡市中央区谷一丁目９－常　勤:    1 新規 現存
     １９　２Ｆ (医       1) 平27. 4. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1355102,288,8 りゅうとう耳鼻咽喉科〒819-0014 092-885-8741医療法人　りゅうとう龍頭　正浩 平27. 4. 1耳い アレ 診療所
     医院 福岡県福岡市西区豊浜一丁目１番常　勤:    1耳鼻咽喉科医院　理事 組織変更 現存
     １号 (医       1)長　龍頭　正浩 平27. 4. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1356102,289,6 池田バスキュラーアク〒810-0012 092-526-4810医療法人　心信会　理池田　潔 平27. 4. 1内   透析 診療所
     セス・透析・内科 福岡県福岡市中央区白金一丁目２常　勤:    3事長　池田　潔 組織変更 現存
     ０番３号　紙与薬院ビル１階、２(医       3) 平27. 4. 1
     階 非常勤:    8
     (医       8)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1357102,290,4 セフィロトクリニック〒810-0074 092-711-8830栗田　澄江 栗田　澄江 平27. 5. 1心内 精   内  診療所
     福岡県福岡市中央区大手門１丁目常　勤:    1 新規 現存
     ６－３　大手門館２Ｆ (医       1) 平27. 5. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1358102,291,2 やまうちクリニック 〒811-1101 092-872-3300山内　俊彦 山内　俊彦 平27. 5. 1皮   形外 診療所
     福岡県福岡市早良区重留７丁目１常　勤:    1 新規 現存
     ８－１ (医       1) 平27. 5. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1359102,292,0 林眼科　天神クリニッ〒810-0002 092-716-3030林　和恵 林　和恵 平27. 4. 1眼   診療所
     ク 福岡県福岡市中央区西中洲六番２常　勤:    1 交代 現存
     ０号　２階 (医       1) 平27. 4. 1
     非常勤:    3
     (医       3)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1360102,294,6 とうじょう内科・循環〒814-0113 092-836-7207東條　秀明 東條　秀明 平27. 5. 1循   リハ 内  診療所
     器クリニック 福岡県福岡市城南区田島１丁目１常　勤:    1 新規 現存
     ５－５９ (医       1) 平27. 5. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1361102,295,3 上山門整形外科クリニ〒819-0054 092-892-3111医療法人　上山門整形指宿　真一 平27. 4. 1整外 リウ リハ診療所
     ック 福岡県福岡市西区上山門一丁目１常　勤:    1外科　理事長　指宿　 組織変更 他   現存
     ４番１号　上山門メディカルビル(医       1)真一 平27. 4. 1
     ２階 非常勤:    1
     (医       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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 1362102,296,1 くまもとクリニック 〒810-0001 092-737-5117医療法人くまもとクリ熊本　芳彦 平27. 5. 1耳い 形外 診療所
     福岡県福岡市中央区天神一丁目１常　勤:    2ニック　理事長　熊本 組織変更 現存
     １番１７号福岡ビル７階 (医       2)　芳彦 平27. 5. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1363102,299,5 岡村内科クリニック 〒819-0052 092-882-7568医療法人岡村内科クリ岡村　秀樹 平27. 6. 1内   診療所
     福岡県福岡市西区下山門三丁目１常　勤:    1ニック　理事長　岡村 組織変更 現存
     番９号セラピア下山門１Ｆ (医       1)　秀樹 平27. 6. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1364102,300,1 赤坂おけだ糖尿病内科〒810-0041 092-739-8115桶田　俊光 桶田　俊光 平27. 7. 1内   診療所
     福岡県福岡市中央区大名２－１２常　勤:    1 新規 現存
     －９　赤坂ソフィアビル９階 (医       1) 平27. 7. 1
     非常勤:    1
     (医       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1365102,301,9 ふなこし内科・循環器〒810-0034 092-722-2754舩越　元 舩越　元 平27. 9. 1内   循   診療所
     内科 福岡県福岡市中央区笹丘１丁目４常　勤:    1 新規 現存
     －１２ (医       1) 平27. 9. 1
     非常勤:    2
     (医       2)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1366102,302,7 大内医院 〒819-0166 092-806-0010大内　二郎 大内　二郎 平27. 8. 1内   診療所
     福岡県福岡市西区横浜１丁目１９常　勤:    2 交代 現存
     －１ (医       2) 平27. 8. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1367102,304,3 心療内科　あこアロマ〒819-0002 092-892-1333庭瀬　亜香 庭瀬　亜香 平27.11. 1心内 精   診療所
     ガーデンクリニック 福岡県福岡市西区姪の浜４丁目８常　勤:    1 新規 現存
     番２号エキマチ１丁目姪浜２階 (医       1) 平27.11. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1368102,306,8 デイクリニック天神 〒810-0001 092-753-6693有薗　久雄 有薗　久雄 平27.11. 1外   麻   形外診療所
     福岡県福岡市中央区天神１丁目４常　勤:    1 新規 内   皮   現存
     －２エルガーラ７Ｆ (医       1) 平27.11. 1
     非常勤:    2
     (医       2)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1369102,307,6 高取レディスクリニッ〒814-0011 092-833-2390重松　敏之 重松　敏之 平27.12. 1産   婦   診療所
     ク 福岡県福岡市早良区高取１丁目３常　勤:    1 新規 現存
     番２０号ファインガーデン高取２(医       1) 平27.12. 1
     ０３ 非常勤:    1
     (医       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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 1370102,308,4 北野クリニック 〒819-0006 092-881-6868医療法人　福甲会　理北野　亀三郎 平27.11. 1一般         3診療所
     福岡県福岡市西区姪浜駅南２丁目常　勤:    1事長　山下　弘幸 交代 胃   こう 外  現存
     １９番１６号 (医       1) 平27.11. 1内   
     非常勤:    2
     (医       2)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1371102,309,2 大濠こどもクリニック〒810-0052 092-739-8650牛ノ濱　大也 牛ノ濱　大也 平27.12. 1小   診療所
     福岡県福岡市中央区大濠１丁目３常　勤:    1 新規 現存
     番５号サンリッチ大濠２階 (医       1) 平27.12. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1372102,311,8 かきうち耳鼻咽喉科ク〒810-0064 垣内　康徳 垣内　康徳 平28. 1. 1耳い アレ 診療所
     リニック 福岡県福岡市中央区地行４丁目１常　勤:    1 新規 現存
     ８番２１号　百道メディカルビル(医       1) 平28. 1. 1
     　２０１号
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1373102,313,4 おおさと眼科クリニッ〒810-0054 092-737-0151医療法人　おおさと眼大里　正彦 平28. 1. 1眼   診療所
     ク 福岡県福岡市中央区今川１丁目５常　勤:    2科クリニック　理事長 交代 現存
     番１６号 (医       2)　大里　正彦 平28. 1. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1374102,314,2 渡辺通り田上内科クリ〒810-0004 092-751-7680田上　彰隆 田上　彰隆 平28. 2. 1内   診療所
     ニック 福岡県福岡市中央区渡辺通４丁目常　勤:    1 新規 現存
     １－３６　Ｂｉｖｉ福岡１Ｆ (医       1) 平28. 2. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1375102,317,5 笠外科胃腸内科医院 〒814-0101 092-841-1211笠　健児朗 笠　健児朗 平28. 1.11一般        16診療所
     福岡県福岡市城南区荒江１－２３常　勤:    1 交代 外   整外 胃  現存
     －２１ (医       1) 平28. 1.11こう 麻   
     非常勤:    3
     (医       3)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1376102,319,1 ホワイト花満クリニッ〒814-0121 092-801-8739末満　隆一 末満　隆一 平28. 4. 1外   麻   呼内診療所
     ク 福岡県福岡市城南区神松寺２－１常　勤:    1 新規 内   現存
     ０－３ (医       1) 平28. 4. 1
     非常勤:    2
     (医       2)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1377102,320,9 ふかみ乳腺クリニック〒810-0004 092-406-5323深水　康吉 深水　康吉 平28. 4. 1外   診療所
     福岡県福岡市中央区渡辺通２－６常　勤:    1 新規 現存
     －１２　八千代ビルＹＡ５５　４(医       1) 平28. 4. 1
     Ｆ 非常勤:    3
     (医       3)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1378102,322,5 大塩メンタルクリニッ〒810-0054 092-715-3656大塩　寛 大塩　寛 平29.11. 8精   神   内  診療所
     ク 福岡市中央区今川１－４－１１ 常　勤:    1 移動 現存
     (医       1) 平29.11. 8



 医 療 機 関 番 号  医 療 機 関 名 称 医療機関所在地 開設者氏名 備  考管理者氏名項 番
指定年月日
登録理由
指定期間始

病床数
／

診療科名

電話番号
／

勤務医数

                 コード内容別医療機関一覧表

［平成30年 6月 1日現在　医科　　　現存／休止］ 平成30年 6月 1日作成   156 頁

 1379102,323,3 まるもと脳神経外科ク〒819-0373 092-407-2100丸本　朋稔 丸本　朋稔 平28. 5. 1脳外 内   リハ診療所
     リニック 福岡県福岡市西区周船寺１丁目５常　勤:    1 新規 現存
     －２５サンリットビル２Ｆ (医       1) 平28. 5. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1380102,324,1 福岡みみ・はな・のど〒810-0011 092-532-5010医療法人　ＳＳＣ　理河野　もと子 平28. 4. 1耳い アレ 診療所
     クリニック 福岡県福岡市中央区高砂一丁目２常　勤:    1事長　坂口　伸治 交代 現存
     番４号Ｃ－ＳＡＢＬＥビル１０１(医       1) 平28. 4. 1
     号 非常勤:    7
     (医       7)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1381102,325,8 上山門クリニック 〒819-0054 092-892-8353医療法人ＤＳＡ　理事瀬戸山　浩 平28. 4. 5内   消   循  診療所
     (103,557,1) 福岡県福岡市西区上山門２丁目２常　勤:    2長　錨　宜子 交代 皮   歯   歯外現存
     －２２ (医       1) 平28. 4. 5
     (歯       1)
     非常勤:    1
     (医       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1382102,326,6 みみ・はな・のど　せ〒810-0015 092-533-8739医療法人　みみ・はな瀬川　祐一 平28. 5. 1耳い 診療所
     がわクリニック 福岡県福岡市中央区那の川二丁目常　勤:    3・のど　せがわクリニ 組織変更 現存
     １０番２５号 (医       3)ック　理事長　瀬川　 平28. 5. 1
     非常勤:    1祐一
     (医       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1383102,327,4 藤崎メディカルクリニ〒814-0013 092-407-0315佐藤　眞也 佐藤　眞也 平28. 6. 1内   神内 診療所
     ック 福岡県福岡市早良区藤崎１丁目１常　勤:    1 新規 現存
     番３２号ＧＡＴＥ　ＨＯＰＥ　藤(医       1) 平28. 6. 1
     崎２階
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1384102,328,2 こまどり皮ふ科クリニ〒810-0004 080-5274-9557溝手　政博 溝手　政博 平28. 6. 1皮   診療所
     ック 福岡県福岡市中央区渡辺通２丁目常　勤:    1 新規 現存
     ６－１２八千代ビルＹＡ５５　１(医       1) 平28. 6. 1
     Ｆ
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1385102,331,6 天神オーバーナイト透〒810-0001 092-753-8373医療法人幸善会　理事竹之下　真智 平28. 6. 1内   診療所
     析＆内科 福岡県福岡市中央区天神４丁目２常　勤:    2長　前田　利朗 新規 現存
     番２０号天神幸ビル１Ｆ (医       2) 平28. 6. 1
     非常勤:    9
     (医       9)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1386102,332,4 医療法人　福田肛門外〒810-0004 092-752-2527医療法人　福田肛門外福田　寛藏 平28. 5. 1一般        13診療所
     科医院 福岡県福岡市中央区渡辺通一丁目常　勤:    2科医院　理事長　福田 組織変更 こう 現存
     ９番６号 (医       2)　寛藏 平28. 5. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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 1387102,333,2 井上善レディースクリ〒810-0001 092-406-5302井上　善仁 井上　善仁 平28. 7. 1産婦 診療所
     ニック 福岡県福岡市中央区天神１－２－常　勤:    1 新規 現存
     １２天神１２２ビル６Ｆ (医       1) 平28. 7. 1
     非常勤:    2
     (医       2)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1388102,334,0 品川近視クリニック福〒810-0001 092-713-9720医療法人社団翔友会　尾崎　秀 平28. 7. 1眼   診療所
     岡院 福岡県福岡市中央区天神二丁目７常　勤:    1理事長　綿引　一 新規 現存
     番２１号天神プライム４階 (医       1) 平28. 7. 1
     非常勤:    2
     (医       2)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1389102,335,7 清蓮クリニック 〒811-1101 092-407-3571石橋　史行 石橋　史行 平28. 7. 1内   循   診療所
     福岡県福岡市早良区重留７丁目５常　勤:    1 新規 現存
     －１ (医       1) 平28. 7. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1390102,336,5 堤病院 〒810-0005 092-531-3131社会医療法人青洲会　堤　宜敬 平28. 7. 1療養 病院
     福岡市中央区清川３丁目１７－１常　勤:    2理事長　中村　幹夫 交代     療養    60現存
     １ (医       2) 平28. 7. 1内   胃   外  
     非常勤:   27 整外 脳外 麻  
     (医      27) 糖尿病内科
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1391102,337,3 医療法人社団医創会　〒810-0001 092-717-2210医療法人社団医創会　小角　卓也 平28. 8. 1内   外   診療所
     セレンクリニック福岡福岡市中央区天神１－２－１２メ常　勤:    1理事長　土橋　正 新規 現存
     ットライフ天神ビル　４階 (医       1) 平28. 8. 1
     非常勤:    1
     (医       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1392102,339,9 なかしま内科 〒814-0171 092-407-3482中嶋　寿 中嶋　寿 平28. 9. 1内   診療所
     福岡市早良区野芥４丁目２－１６常　勤:    1 新規 現存
     (医       1) 平28. 9. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1393102,340,7 はらぐち耳鼻咽喉科ク〒810-0034 092-738-8770原口　正大 原口　正大 平28. 9. 1耳い 診療所
     リニック 福岡市中央区笹丘１丁目２２番２常　勤:    1 新規 現存
     号 (医       1) 平28. 9. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1394102,341,5 天神西通りクリニック〒810-0041 092-738-6128医療法人　雅岳会　理太田　岳暁 平28. 8. 1内   循   診療所
     福岡市中央区大名２－６－１福岡常　勤:    1事長　太田　岳暁 組織変更 現存
     国際ビル６階 (医       1) 平28. 8. 1
     非常勤:    7
     (医       7)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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 1395102,343,1 おばた内科クリニック〒814-0175 092-874-5630尾畑　十善 尾畑　十善 平28. 9. 1内   神内 リハ診療所
     福岡市早良区田村５丁目１６－３常　勤:    1 新規 感染症内科 現存
     ８ (医       1) 平28. 9. 1
     非常勤:    1
     (医       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1396102,344,9 天神リハビリクリニッ〒810-0001 092-722-5454田中　靖人 田中　靖人 平28.11. 1整外 リハ 診療所
     ク 福岡市中央区天神３丁目４－３大常　勤:    1 新規 現存
     隈ビル３階 (医       1) 平28.11. 1
     非常勤:    1
     (医       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1397102,345,6 福重たしろ整形外科 〒819-0022 092-407-1211田代　茂義 田代　茂義 平28.11. 1整外 リハ リウ診療所
     福岡市西区福重１丁目６－１８ 常　勤:    1 新規 現存
     (医       1) 平28.11. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1398102,346,4 まことクリニック 〒814-0012 092-846-5225簗取　誠 簗取　誠 平28.11. 1内   診療所
     福岡市早良区昭代３－７－４０ 常　勤:    1 新規 腎臓内科　糖尿現存
     (医       1) 平28.11. 1病内科
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1399102,347,2 かきうち小児科 〒810-0064 092-406-3181垣内　辰雄 垣内　辰雄 平28.11. 1小   アレ 診療所
     福岡市中央区地行４丁目１８番２常　勤:    1 新規 現存
     １号百道メディカルビル３０１号(医       1) 平28.11. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1400102,348,0 ひろメンタルクリニッ〒810-0004 092-739-0303医療法人ひろメンタル古井　博明 平28.10. 1心内 精   内  診療所
     ク 福岡市中央区渡辺通５丁目１４番常　勤:    1クリニック　理事長　 組織変更 現存
     １２号南天神ビル (医       1)古井　博明 平28.10. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1401102,349,8 ＳＮ脳神経外科クリニ〒810-0001 092-707-0670医療法人アイブイエフ詠田　眞治 平28.11. 1脳外 診療所
     ック 福岡市中央区天神１丁目１２番１常　勤:    1詠田クリニック　理事 新規 現存
     号日之出福岡ビル７階 (医       1)長　詠田　由美 平28.11. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1402102,350,6 青木優美クリニック 〒810-0001 092-717-5005医療法人聖療会　理事青木　優美 平28.12. 1内   胃   診療所
     福岡市中央区天神１丁目１１番１常　勤:    1長　青木　優美 新規 現存
     ７号福岡ビル７階 (医       1) 平28.12. 1
     非常勤:    1
     (医       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1403102,351,4 ひさとみ内科クリニッ〒810-0022 092-753-7676久富　順次郎 久富　順次郎 平28.12. 1内   消   他  診療所
     ク 福岡市中央区薬院４－１－１２　常　勤:    1 新規 現存
     ３階 (医       1) 平28.12. 1
     非常勤:    2
     (医       2)
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 1404102,352,2 溝口整形外科天神四丁〒810-0001 092-721-0111医療法人溝口外科整形溝口　知行 平28.12. 1整外 診療所
     目診療所 福岡市中央区天神四丁目４番１号常　勤:    1外科病院　理事長　溝 新規 現存
     天神四丁目ビル３階 (医       1)口　知行 平28.12. 1
     非常勤:    6
     (医       6)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1405102,353,0 畑間内科クリニック 〒814-0021 092-844-7667医療法人繁和会　理事畑間　繁樹 平28.12. 1内   循   呼内診療所
     福岡市早良区荒江二丁目６番１１常　勤:    1長　畑間　繁樹 組織変更 他   現存
     号 (医       1) 平28.12. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1406102,354,8 ヒロクリニック 〒810-0073 092-718-3888菅野　弘之 菅野　弘之 平29. 1. 1外   皮   アレ診療所
     福岡市中央区舞鶴２－２－６ＭＡ常　勤:    1 新規 現存
     ｉＺＵＲＵ　ＰＬＡＣＥ　３Ｆ (医       1) 平29. 1. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1407102,355,5 美容形成外科　赤坂ク〒810-0042 092-734-4613木下　浩二 木下　浩二 平29. 1. 1形外 美外 皮  診療所
     リニック 福岡市中央区赤坂１丁目１３－８常　勤:    1 交代 他   現存
     赤坂ウイングビル　５階 (医       1) 平29. 1. 1
     非常勤:    3
     (医       3)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1408102,356,3 薬院ひ尿器科医院 〒810-0022 092-761-3001医療法人薬院ひ尿器科宮﨑　良春 平29. 1. 1一般 診療所
     福岡市中央区薬院二丁目５番２０常　勤:    2医院　理事長　宮﨑　 組織変更     一般    19現存
     号 (医       2)良春 平29. 1. 1ひ   
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1409102,357,1 医療法人　ストレスケ〒810-0041 092-738-8651医療法人ストレスケア義村　勝 平29. 1. 1精   心内 診療所
     ア義村クリニック 福岡市中央区大名二丁目４番３０常　勤:    1義村クリニック　理事 組織変更 現存
     号西鉄赤坂ビル８Ｆ (医       1)長　義村　勝 平29. 1. 1
     非常勤:    1
     (医       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1410102,358,9 熊手脳神経外科クリニ〒819-0168 092-805-5150医療法人入舟会　理事熊手　茂彦 平29. 1. 1脳外 リハ 放  診療所
     ック 福岡市西区今宿駅前一丁目２番３常　勤:    1長　熊手　茂彦 組織変更 現存
     ２号 (医       1) 平29. 1. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1411102,359,7 ももち浜クリニック　〒814-0001 092-846-0022医療法人社団ＮＹＣ　吉田　利香 平29. 1. 1内   診療所
     ＴＮＣ放送会館在宅診福岡市早良区百道浜２丁目３番２常　勤:    1理事長　吉田　信一 交代 現存
     療所 号ＴＮＣ放送会館２Ｆ (医       1) 平29. 1. 1
     非常勤:    3
     (医       3)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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 1412102,360,5 医療法人社団天佑会き〒819-0022 092-892-4600医療法人社団天佑会き木村　史郎 平29. 2. 1内   消   胃  診療所
     むらしろうクリニック福岡市西区福重五丁目１９番８号常　勤:    1むらしろうクリニック 新規 放   麻   現存
     (医       1)　理事長　木村　史郎 平29. 2. 1
     非常勤:    1
     (医       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1413102,361,3 佐田整形外科医院 〒819-0371 092-807-1413医療法人社団朝菊会　佐田　博己 平29. 2. 1整外 リハ 診療所
     福岡市西区大字飯氏９０８－７ 常　勤:    1理事長　坂本　道男 交代 現存
     (医       1) 平29. 2. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1414102,363,9 公益財団法人　福岡労〒810-0001 092-406-6678公益財団法人福岡労働柏木　裕美子 平29. 4. 1内   外   胃  診療所
     働衛生研究所　天神健福岡市中央区天神２丁目８番３６常　勤:    5衛生研究所　代表理事 新規 婦   現存
     診センター 号天神ＮＫビル２階 (医       5)　西谷　和武 平29. 4. 1
     非常勤:    1
     (医       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1415102,364,7 ひらやま内科クリニッ〒819-0022 092-894-1066平山　裕介 平山　裕介 平29. 4. 1内   呼内 アレ診療所
     ク 福岡市西区福重４丁目７－６ 常　勤:    1 新規 現存
     (医       1) 平29. 4. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1416102,365,4 かつの整形外科リハビ〒819-0022 092-892-1188勝野　雷二郎 勝野　雷二郎 平29. 4. 1整外 リハ リウ診療所
     リテーション科 福岡市西区福重４－７－６　２Ｆ常　勤:    1 新規 現存
     (医       1) 平29. 4. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1417102,366,2 よこがわ内科クリニッ〒810-0001 092-738-1020医療法人よこがわ内科横川　泰 平29. 4. 1内   他   診療所
     ク 福岡市中央区天神五丁目７番７号常　勤:    1クリニック　理事長　 組織変更 現存
     メディカルシティ天神２Ｆ (医       1)横川　泰 平29. 4. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1418102,367,0 志田整形外科リウマチ〒814-0151 092-874-0770医療法人悠煌会　理事志田　純一 平29. 5. 1整外 リウ リハ診療所
     科 福岡市城南区堤１丁目１１番１８常　勤:    1長　志田　純一 組織変更 現存
     号 (医       1) 平29. 5. 1
     非常勤:    1
     (医       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1419102,368,8 城南医院 〒810-0022 092-531-7031菱山　博樹 菱山　博樹 平29. 6. 1内   心内 アレ診療所
     福岡市中央区薬院４丁目６番９号常　勤:    1 新規 現存
     (医       1) 平29. 6. 1
     非常勤:    1
     (医       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1420102,369,6 よう子レディースクリ〒819-0169 092-805-7788渋井　庸子 渋井　庸子 平29. 6. 1婦   診療所
     ニック 福岡市西区今宿西１丁目３０－２常　勤:    1 新規 現存
     ４ (医       1) 平29. 6. 1
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 1421102,370,4 ここからクリニック 〒814-0022 092-833-2939医療法人紫陽　理事長蛭田　博行 平29. 5. 1精   心内 他  診療所
     福岡市早良区原六丁目２９番３９常　勤:    1　蛭田　博行 組織変更 現存
     号 (医       1) 平29. 5. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1422102,371,2 ＹＳくまざわクリニッ〒810-0001 092-707-1111熊澤　浩明 熊沢　浩明 平29. 6. 1内   外   診療所
     ク 福岡市中央区天神１－７－１１天常　勤:    1 新規 現存
     神ＭＭビル（イムズ）７階 (医       1) 平29. 6. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1423102,372,0 北天神ストレスケアク〒810-0001 092-718-2077 老原　竜二 海老原　竜二 平29. 6. 1精   心内 診療所
     リニック 福岡市中央区天神５丁目７－７４常　勤:    1 新規 現存
     階 (医       1) 平29. 6. 1
     非常勤:    2
     (医       2)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1424102,373,8 福岡天神内視鏡クリニ〒810-0001 092-737-8855医療法人ハートアンド相馬　渉 平29. 7. 1内   胃   診療所
     ック 福岡市中央区天神二丁目４番１１常　勤:    1オンリー　理事長　平 新規 現存
     号パシフィーク天神４０２ (医       1)島　徹朗 平29. 7. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1425102,374,6 トータルケア　やまさ〒814-0111 092-407-1288山﨑　繁通 山﨑　繁通 平29. 8. 1内   外   消  診療所
     き　クリニック 福岡市城南区茶山４丁目１４－１常　勤:    1 新規 現存
     ５ (医       1) 平29. 8. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1426102,375,3 広橋整形外科医院 〒810-0031 092-712-1454 橋　昭幸 橋　昭幸 平29. 7.25整外 リハ リウ診療所
     福岡市中央区谷１丁目１６－３８常　勤:    1 交代 現存
     (医       1) 平29. 7.25
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1427102,376,1 医療法人　後藤けんク〒810-0073 092-714-3252医療法人後藤けんクリ後藤　健 平29. 9. 1内   ひ   診療所
     リニック 福岡市中央区舞鶴三丁目６番１７常　勤:    1ニック　理事長　後藤 新規 現存
     号 (医       1)　健 平29. 9. 1
     非常勤:    5
     (医       5)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1428102,377,9 いのうえクリニック 〒810-0041 092-231-8923井上　勉 井上　勉 平29.11. 1内   外   診療所
     福岡市中央区大名２－１０－１－常　勤:    1 移動 現存
     Ａ９０５ (医       1) 平29.11. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1429102,378,7 翠の杜クリニックひら〒810-0014 092-521-2037下津浦　耕士 下津浦　耕士 平29. 9. 1内   診療所
     お 福岡市中央区平尾２丁目２０－４常　勤:    1 新規 現存
     ０－２Ｆ (医       1) 平29. 9. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1430102,379,5 空とみち心療クリニッ〒814-0013 092-834-4324平川　清人 平川　清人 平29.10. 1精   他   診療所
     ク 福岡市早良区藤崎１－２４－１９常　勤:    1 新規 現存
     －３・４Ｆ (医       1) 平29.10. 1
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 1431102,380,3 及川病院六本松乳腺ク〒810-0044 092-406-8172医療法人にゅうわ会及榎本　康子 平29.10. 1外   診療所
     リニック 福岡市中央区六本松４丁目２番２常　勤:    1川病院　理事長　及川 新規 現存
     号 (医       1)　達司 平29.10. 1
     非常勤:    2
     (医       2)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1432102,381,1 しまだ内科・循環器ク〒810-0044 092-717-6771医療法人博寿会　理事嶋田　寿文 平29.10. 1内   循   脳内診療所
     リニック 福岡市中央区六本松４丁目２番２常　勤:    1長　嶋田　丞 新規 現存
     号 (医       1) 平29.10. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1433102,382,9 アーバンハートクリニ〒819-0169 092-805-7750渋井　俊之 渋井　俊之 平29.10. 1内   循   診療所
     ック 福岡市西区今宿西１－３０－２６常　勤:    1 新規 現存
     (医       1) 平29.10. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1434102,383,7 まなべ整形外科クリニ〒819-0015 092-834-2277真鍋　尚至 真鍋　尚至 平29.10. 1整外 リウ リハ診療所
     ック 福岡市西区愛宕４丁目１４－２２常　勤:    1 新規 現存
     (医       1) 平29.10. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1435102,384,5 はしぐち脳神経クリニ〒819-0015 092-707-5345橋口　公章 橋口　公章 平29.10. 1脳外 診療所
     ック 福岡市西区愛宕４丁目１４－１９常　勤:    1 新規 現存
     (医       1) 平29.10. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1436102,385,2 ひとみの眼科 〒819-0015 092-836-6375髙野　豊久 髙野　豊久 平29.10. 1眼   診療所
     福岡市西区愛宕４丁目１３－３ 常　勤:    1 新規 現存
     (医       1) 平29.10. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1437102,386,0 六本松皮ふ科 〒810-0044 092-406-6203医療法人ひまわり会　竹井　賢二郎 平29.10. 1皮   アレ 診療所
     福岡市中央区六本松４丁目２番２常　勤:    1理事長　松尾　眞二郎 新規 現存
     号六本松４２１ビル２階 (医       1) 平29.10. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1438102,387,8 有田眼科 〒810-0033 092-707-2132有田　量一 有田　量一 平29.11. 1眼   診療所
     福岡市中央区小笹２－２－３ 常　勤:    1 新規 現存
     (医       1) 平29.11. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1439102,388,6 メンタルクリニックあ〒810-0024 092-532-8300医療法人風のすずらん吉田　敬子 平29.11. 1精   心内 他  診療所
     いりす 福岡市中央区桜坂３丁目４番２８常　勤:    1会　理事長　伊藤　正 新規 現存
     号 (医       1)敏 平29.11. 1
     非常勤:    1
     (医       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1440102,389,4 天神レディースクリニ〒810-0001 092-738-8806森　智恵子 森　智恵子 平29.11. 1産婦 精   麻  診療所
     ック 福岡市中央区天神２－６－１３ジ常　勤:    1 新規 美外 他   現存
     ェムキャッスルきらめき通り３・(医       1) 平29.11. 1
     ４・５階
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 1441102,390,2 堺整形外科　スポーツ〒819-0367 092-805-1001医療法人堺整形外科医八嶋　康典 平29.11. 1整外 リハ 内  診療所
     ＆糖質制限クリニック福岡市西区西都２丁目４番８号 常　勤:    1院　理事長　堺　智子 新規 他   現存
     (医       1) 平29.11. 1
     非常勤:    4
     (医       4)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1442102,391,0 ほりた内科・透析クリ〒814-0111 092-407-0088堀田　義雄 堀田　義雄 平29.12. 1内   透析 診療所
     ニック 福岡市城南区茶山１－６－１サン常　勤:    1 新規 現存
     カルナ福岡城南１Ｆ (医       1) 平29.12. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1443102,392,8 医療法人　弘医会　お〒814-0103 092-833-8171医療法人弘医会　理事尾﨑　恵子 平30. 1. 1眼   診療所
     ざき眼科 福岡市城南区鳥飼６丁目７番１号常　勤:    1長　笠原　憲二 新規 現存
     (医       1) 平30. 1. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1444102,393,6 ざいつ循環器・内科 〒814-0161 092-866-5677医療法人陽芽ノ会　理戝津　龍二 平30. 1. 1内   循   心外診療所
     福岡市早良区飯倉七丁目２９番１常　勤:    2事長　戝津　龍二 組織変更 放   現存
     ５号サニーサイドビル２階 (医       2) 平30. 1. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1445102,394,4 ひじおか眼科 〒814-0171 092-407-8122医療法人明優会　理事肱岡　邦明 平30. 1. 1眼   診療所
     福岡市早良区野芥四丁目２番１５常　勤:    1長　肱岡　邦明 組織変更 現存
     号 (医       1) 平30. 1. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1446102,395,1 はやしだ内科クリニッ〒810-0001 092-734-2211医療法人一生会　理事林田　英一 平30. 1. 1内   循   他  診療所
     ク 福岡市中央区天神一丁目３番３８常　勤:    1長　林田　英一 組織変更 現存
     号 (医       1) 平30. 1. 1
     非常勤:    2
     (医       2)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1447102,396,9 ふじもとクリニック 〒814-0012 092-407-0970藤本　将史 藤本　将史 平30. 2. 1外   麻   形外診療所
     福岡市早良区昭代３丁目５番２０常　勤:    1 新規 小外 こう 現存
     号 (医       1) 平30. 2. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1448102,397,7 タケダスポーツ・ビュ〒814-0144 092-874-7505医療法人ＴＳＣ　理事武田　寧 平30. 1. 1整外 外   リハ診療所
     ーティークリニック 福岡市城南区梅林２－２７－１４常　勤:    2長　武田　寧 組織変更 皮   他   現存
     (医       2) 平30. 1. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1449102,398,5 おごう外科胃腸科 〒814-0153 092-865-2700医療法人恒愛会　理事山口　良介 平30. 1. 1一般        12診療所
     福岡市城南区樋井川二丁目９番１常　勤:    1長　山口　良介 組織変更 療養         6現存
     ５号 (医       1) 平30. 1. 1胃   消   こう
     リハ 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1450102,399,3 Ｒパークサイド皮ふ科〒810-0062 092-717-9545日髙　らん 日髙　らん 平30. 3. 1皮   他   診療所
     福岡市中央区荒戸３丁目４番２０常　勤:    1 新規 現存
     号パークサイドアイビー１Ｆ (医       1) 平30. 3. 1
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 1451102,400,9 赤坂とも内科 〒810-0042 092-791-5051古賀　知奈 古賀　知奈 平30. 3. 1内   診療所
     福岡市中央区赤坂１丁目１１－１常　勤:    1 新規 現存
     ２赤坂井上ビル３Ｆ (医       1) 平30. 3. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1452102,401,7 ＡＫクリニック 〒810-0031 092-753-8773今村　綾子 今村　綾子 平30. 4. 1精   心内 内  診療所
     福岡市中央区谷１丁目９－１９メ常　勤:    1 新規 現存
     ディカルビル谷Ⅱ３Ｆ (医       1) 平30. 4. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1453102,402,5 とみた内科クリニック〒810-0033 092-707-2103富田　直史 富田　直史 平30. 4. 1内   放   診療所
     福岡市中央区小笹４－４－５ 常　勤:    1 新規 現存
     (医       1) 平30. 4. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1454102,403,3 賴岡クリニック　胃腸〒810-0004 092-707-3185賴岡　誠 賴岡　誠 平30. 4. 1胃   内   他  診療所
     内科・内視鏡内科 福岡市中央区渡辺通２丁目６－１常　勤:    1 新規 現存
     ２八千代ビルＹＡ５５　４階 (医       1) 平30. 4. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1455102,404,1 天神眼科育子クリニッ〒810-0001 092-733-9291奈田　育子 奈田　育子 平30. 4. 1眼   診療所
     ク 福岡市中央区天神２－１０－１９常　勤:    1 交代 現存
     －５Ｆ (医       1) 平30. 4. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1456102,405,8 三宅クリニック 〒819-0002 092-882-6633三宅　惠一 三宅　惠一 平30. 4. 1内   診療所
     福岡市西区姪の浜四丁目２番１号常　勤:    1 組織変更 現存
     (医       1) 平30. 4. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1457102,406,6 ナグモクリニック福岡〒810-0041 092-722-0555中澤　学 中澤　学 平30. 4. 1外   形外 美外診療所
     福岡市中央区大名二丁目８番１号常　勤:    2 交代 現存
     肥後天神宝ビル７Ｆ (医       2) 平30. 4. 1
     非常勤:    3
     (医       3)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1458102,407,4 薬院血管外科クリニッ〒810-0022 092-534-3001医療法人瑞祥会　理事和田　至弘 平30. 4. 1外   他   診療所
     ク 福岡市中央区薬院三丁目３番５号常　勤:    2長　和田　至弘 組織変更 現存
     オフィスニューガイアＬＡＰＩＳ(医       2) 平30. 4. 1
     薬院８階
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1459102,408,2 福岡大学西新病院 〒814-8522 092-831-1211学校法人福岡大学　理石倉　宏恭 平30. 4. 1一般       120病院
     福岡市早良区祖原１５番７号 常　勤:   20事長　貫　正義 交代 内   循   消  現存
     (医      20) 平30. 4. 1呼内 リウ 小  
     非常勤:    6 放   他   
     (医       6)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1460102,409,0 てらお皮ふ科・アレル〒814-0112 092-874-2512医療法人一華会　理事寺尾　浩 平30. 5. 1皮   アレ 診療所
     ギー科クリニック 福岡市城南区友丘３丁目２番１０常　勤:    1長　寺尾　浩 組織変更 現存
     号 (医       1) 平30. 5. 1
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 1461102,410,8 浄水皮ふ科クリニック〒810-0022 092-753-8119医療法人浄水皮ふ科ク井上　詠子 平30. 5. 1皮   形外 他  診療所
     福岡市中央区薬院四丁目１番２６常　勤:    1リニック　理事長　井 組織変更 現存
     号薬院大通りセンタービル２Ｆ (医       1)上　詠子 平30. 5. 1
     非常勤:    3
     (医       3)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1462102,411,6 こたべ整形外科クリニ〒814-0032 092-833-3055医療法人優人会　理事溝上　浩士 平30. 5. 1整外 リウ リハ診療所
     ック 福岡市早良区小田部五丁目７番７常　勤:    1長　溝上　浩士 組織変更 現存
     －１０１号 (医       1) 平30. 5. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1463102,412,4 福岡静脈瘤クリニック〒810-0001 092-737-1600井口　孝介 井口　孝介 平30. 6. 1他   診療所
     福岡市中央区天神１－１－１アク常　勤:    1 新規 現存
     ロス福岡４階 (医       1) 平30. 6. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1464102,413,2 高松ひろこ皮フ科 〒819-0015 092-895-1212高松　紘子 高松　紘子 平30. 6. 1皮   診療所
     福岡市西区愛宕４丁目１３－５ 常　勤:    1 新規 現存
     (医       1) 平30. 6. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1465102,414,0 天神けやきクリニック〒810-0041 092-707-1000園部　聡 園部　聡 平30. 6. 1内   他   診療所
     福岡市中央区大名１丁目２－５イ常　勤:    1 新規 現存
     ルカセットビル７階 (医       1) 平30. 6. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1466102,415,7 翠の杜クリニック　平〒810-0014 092-521-2031齋藤　雅之 齋藤　雅之 平30. 6. 1内   診療所
     尾 福岡市中央区平尾２丁目２０－４常　勤:    1 新規 現存
     ０－１Ｆ (医       1) 平30. 6. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1467111,273,9 桜坂中央外科医院 〒810-0024 092-751-5914髙原　清彦 髙原　清彦 昭45.12. 1一般    診療所
     福岡県福岡市中央区桜坂二丁目１常　勤:    3 外   整外 胃  現存
     の４１ (医       2) 平27.12. 1こう 
     (薬       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1468111,353,9 森皮膚科医院 〒814-0104 092-821-1510森　隆 森　隆 平21.12.16皮   診療所
     福岡県福岡市城南区別府５－２３常　勤:    1 移動 現存
     －１ (医       1) 平27.12.16
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1469111,488,3 福泉医院 〒810-0012 092-531-0908福泉　容存 福泉　容存 昭39. 1. 1内   小   診療所
     福岡県福岡市中央区白金一丁目１常　勤:    2 現存
     ８－８ (医       1) 平24. 8. 1
     (歯       1)
     非常勤:    1
     (医       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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 1470111,552,6 木下外科医院 〒819-0052 092-881-3199木下　柳二 木下　柳二 昭50. 6. 1胃   循   外  診療所
     福岡県福岡市西区大字下山門字立常　勤:    1 皮   現存
     石１１４４－２ (医       1) 平29. 6. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1471111,586,4 オガタ眼科クリニック〒810-0001 092-716-2580緒方　譲二 緒方　譲二 平26. 1.14眼   診療所
     福岡県福岡市中央区天神２丁目２常　勤:    1 移動 現存
     －１２　３階 (医       1) 平26. 1.14
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1472111,592,2 原田内科小児科医院 〒814-0151 092-863-1211原田　康治 原田　康治 昭51. 9. 1内   消   循  診療所
     福岡県福岡市城南区堤２丁目２２常　勤:    1 小   現存
     の８ (医       1) 平24. 9. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1473111,619,3 高崎小児科医院 〒819-0052 092-891-3105高崎　好生 高崎　好生 昭52. 7. 1一般         3診療所
     福岡県福岡市西区下山門４丁目１常　勤:    1 小   現存
     ４－３３ (医       1) 平28. 7. 1
     非常勤:    1
     (医       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1474111,627,6 吉永産婦人科医院 〒819-0052 092-881-9481吉永　公典 吉永　公典 昭52.12. 1産婦 診療所
     福岡県福岡市西区下山門４丁目１常　勤:    1 現存
     ４－２６ (医       1) 平28.12. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1475111,656,5 上月クリニック 〒810-0004 092-731-0505上月　寧 上月　寧 昭54. 4. 1内   胃   循  診療所
     福岡県福岡市中央区渡辺通１丁目常　勤:    1 現存
     １番１号サンセルコビル３階 (医       1) 平30. 4. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1476111,676,3 朝日会館内科胃腸科ク〒810-0001 092-781-3375古賀　正人 古賀　正人 昭55. 2. 1内   胃   循  診療所
     リニック 福岡県福岡市中央区天神２丁目８常　勤:    1 放   現存
     番４１号（朝日会館５階） (医       1) 平28. 2. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1477111,693,8 王丸クリニック 〒810-0044 092-741-9123王丸　光一 王丸　光一 昭55. 7. 1形外 診療所
     福岡県福岡市中央区六本松２丁目常　勤:    2 現存
     １１－５ (医       2) 平28. 4. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1478111,702,7 田尻皮膚科医院 〒810-0033 092-524-3037田尻　真輔 田尻　真輔 昭56. 1. 1皮   診療所
     福岡県福岡市中央区小笹４丁目３常　勤:    1 現存
     番５号 (医       1) 平29. 1. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1479111,714,2 松尾内科医院 〒819-0168 092-807-1321松尾　征治 松尾　征治 昭56.11. 1内   診療所
     福岡県福岡市西区今宿駅前１丁目常　勤:    1 現存
     ２－４７ (医       1) 平29.11. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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 1480111,734,0 池田功産婦人科医院 〒819-0043 092-811-7778池田　功 池田　功 昭57. 9. 1一般        10診療所
     福岡県福岡市西区野方１丁目２－常　勤:    1 療養         2現存
     ２５ (医       1) 平24. 9. 1産   婦   
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1481111,735,7 上原眼科医院 〒819-0025 092-882-4313上原　真幸 上原　真幸 昭57. 9. 1眼   診療所
     福岡県福岡市西区石丸３丁目２８常　勤:    1 現存
     －１ (医       1) 平24. 9. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1482111,745,6 船越内科医院 〒810-0003 092-761-1912船越　裕登 船越　裕登 昭57.12.24内   呼   胃  診療所
     福岡県福岡市中央区春吉２丁目２常　勤:    1 循   リハ 現存
     －１７ (医       1) 平29.11. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1483111,746,4 佐野内科胃腸科医院 〒819-0373 092-806-1006佐野　栄二郎 佐野　栄二郎 平26.10. 6内   胃   神内診療所
     福岡県福岡市西区周船寺１丁目８常　勤:    2 移動 現存
     －３９ (医       2) 平26.10. 6
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1484111,778,7 麻酔科辛島クリニック〒814-0122 092-752-2333辛島　大士 辛島　大士 昭61. 6. 1麻   診療所
     福岡県福岡市城南区友泉亭１９－常　勤:    1 現存
     ３０ (医       1) 平28. 6. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1485111,795,1 疋田眼科医院 〒814-0002 092-831-2101疋田　春夫 疋田　春夫 昭62. 4. 1眼   診療所
     福岡県福岡市早良区西新５丁目１常　勤:    1 現存
     －３７ (医       1) 平29. 4. 1
     非常勤:    2
     (医       2)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1486111,800,9 江浦耳鼻咽喉科クリニ〒814-0171 092-865-3387江浦　重治 江浦　重治 昭62. 6. 1耳   気食 診療所
     ック 福岡県福岡市早良区野芥１丁目７常　勤:    1 現存
     －３４ (医       1) 平29. 6. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1487111,801,7 福岡市城南保健所 〒814-0103 092-831-4207福岡市　福岡市長　髙執行　睦実 昭62. 6. 1内   小   放  診療所
     福岡県福岡市城南区鳥飼５丁目２常　勤:    1島　宗一郎 現存
     －２５ (医       1) 平29. 6. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1488111,804,1 医療法人　おがた整形〒814-0022 092-863-5337医療法人　おがた整形緒方　孝俊 昭62. 6. 1一般         6診療所
     外科医院 福岡県福岡市早良区原７丁目４－常　勤:    1外科医院　理事長　緒 療養         6現存
     １８ (医       1)方　孝俊 平29. 6. 1その他       7
     非常勤:    6 整外 リハ リウ
     (医       6)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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 1489111,818,1 医療法人　日の出会　〒819-0043 092-811-4885医療法人　日の出会　竹嶋　康弘 平24.11.12整外 リウ リハ診療所
     タケシマ整形外科医院福岡県福岡市西区野方１丁目１６常　勤:    2理事長　竹嶋　康弘 移動 現存
     番３２号 (医       2) 平24.11.12
     非常勤:    3
     (医       3)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1490111,822,3 医療法人　大串クリニ〒810-0001 092-712-6008医療法人　大串クリニ大串　秀明 平 9. 2. 1胃   内   診療所
     ック 福岡県福岡市中央区天神３丁目７常　勤:    1ック　理事長　大串　 移動 現存
     ー３１ (医       1)秀明 平30. 2. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1491111,823,1 北島内科医院 〒814-0022 092-851-7030医療法人　研和会　理北島　和彦 昭63. 2. 1内   消   循  診療所
     福岡県福岡市早良区原１丁目６－常　勤:    2事長　北島　和彦 心内 精   現存
     ５ (医       2) 平30. 2. 1
     非常勤:    2
     (医       2)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1492111,836,3 高橋内科循環器科クリ〒814-0022 092-823-1171高橋　啓美 高橋　啓美 昭63. 7. 1内   胃   循  診療所
     ニック 福岡県福岡市早良区原５丁目２－常　勤:    1 現存
     ２ライフピア原２Ｆ (医       1) 平24. 7. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1493111,840,5 田代外科整形外科医院〒810-0022 092-531-9395安田　博行 安田　博行 昭63. 8.29外   胃   こう診療所
     福岡県福岡市中央区薬院４丁目１常　勤:    1 整外 皮   リハ現存
     ０－１ (医       1) 平24. 8. 1リウ 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1494111,842,1 医療法人江下内科クリ〒814-0153 092-871-2225医療法人江下内科クリ江下　明彦 平元. 2. 1内   循   呼  診療所
     ニック 福岡県福岡市城南区樋井川１丁目常　勤:    1ニック　理事長　江下 胃   現存
     ６－２６ (医       1)　明彦 平28. 2. 1
     非常勤:    2
     (医       2)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1495111,847,0 医療法人政裕会　とき〒819-0005 092-882-3321医療法人政裕会　理事野村　明彦 平元. 3. 1一般         6診療所
     つ医院 福岡県福岡市西区内浜２丁目６－常　勤:    2長　野村　明彦 内   小   神  現存
     ７ (医       2) 平28. 3. 1
     非常勤:    1
     (医       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1496111,853,8 田所整形外科クリニッ〒819-0006 092-883-2015田所　英二 田所　英二 平 9.12. 1整外 リウ リハ診療所
     ク 福岡県福岡市西区姪浜駅南２丁目常　勤:    1 移動 現存
     １－３７ (医       1) 平27.12. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1497111,856,1 医療法人　高山クリニ〒810-0041 092-711-1612医療法人　高山クリニ江藤　公則 平元. 5. 1内   呼   胃  診療所
     ック 福岡県福岡市中央区大名２－８－常　勤:    1ック　理事長　江藤　 循   こう 現存
     １肥後天神宝ビル５Ｆ (医       1)公則 平28. 5. 1
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 1498111,857,9 医療法人社団　博和会〒814-0153 092-512-5830医療法人社団　博和会武元　良祐 平元. 5. 1内   消   小  診療所
     　武元内科クリニック福岡県福岡市城南区樋井川３丁目常　勤:    1　武元内科クリニック 現存
     １７－６ (医       1)　理事長　武元　良祐 平28. 5. 1
     非常勤:    1
     (医       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1499111,859,5 内科神経科斎藤クリニ〒810-0041 092-771-8468斎藤　勇博 斎藤　勇博 平元. 6. 1内   精   神  診療所
     ック 福岡県福岡市中央区大名２丁目７常　勤:    1 小   現存
     －１１斎藤ビル３Ｆ (医       1) 平28. 6. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1500111,861,1 医療法人　八田内科医〒814-0032 092-843-4711医療法人　八田内科医八田　喜弘 平元. 6. 1一般 診療所
     院 福岡県福岡市早良区小田部４－７常　勤:    3院　理事長　八田　喜     一般    13現存
     －１３ (医       3)弘 平28. 6. 1療養
     非常勤:    9     療養     5
     (医       9) 療養
         介護     1
     内   呼   消  
     循   神内 アレ
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1501111,862,9 医療法人社団　清和会〒810-0005 092-531-0282医療法人社団　清和会蜂須賀　正 平元. 6. 1一般        19診療所
     　はちすが産婦人科小福岡県福岡市中央区清川３丁目２常　勤:    3　はちすが産婦人科小 小   産婦 現存
     児科医院 ０－９ (医       3)児科医院　理事長　蜂 平28. 6. 1
     非常勤:    1須賀　正
     (医       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1502111,863,7 大木整形・リハビリ医〒814-0013 092-843-1715医療法人　樹の実会　大木　實 平14. 4. 1一般 診療所
     院 福岡県福岡市早良区藤崎１丁目２常　勤:    2理事長　大木　實 移動     一般    14現存
     １番１９号 (医       2) 平26. 4. 1療養
         療養     5
     整外 リハ リウ
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1503111,865,2 加藤内科循環器科クリ〒814-0015 092-822-3937加藤　嘉寛 加藤　嘉寛 平元. 7. 1内   循   診療所
     ニック 福岡県福岡市早良区室見１丁目５常　勤:    1 現存
     －９ (医       1) 平28. 7. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1504111,871,0 医療法人　村山内科医〒810-0001 092-741-6550医療法人村山内科医院村山　通秋 平元. 9. 1内   胃   診療所
     院 福岡県福岡市中央区天神２－４－常　勤:    1　理事長　村山　通秋 現存
     ２０ (医       1) 平28. 9. 1
     非常勤:    1
     (医       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1505111,872,8 医療法人　池田耳鼻咽〒810-0014 092-524-1228医療法人　池田耳鼻咽池田　雄祐 平元. 9. 1耳い 気食 診療所
     喉科クリニック 福岡県福岡市中央区平尾４丁目４常　勤:    2喉科クリニック　理事 現存
     －２６ (医       2)長　池田　雄祐 平28. 9. 1
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 1506111,873,6 医療法人　山口医院 〒810-0001 092-721-8295医療法人　山口医院　山口　猛 平元. 9. 1耳い 気食 診療所
     福岡県福岡市中央区天神１丁目１常　勤:    2理事長　山口　猛 現存
     １－１７福岡ビルディング７階 (医       2) 平22. 9. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1507111,875,1 さくら病院 〒814-0143 092-864-1212医療法人社団江頭会さ江頭　啓介 平28.11.26一般       152病院
     福岡市城南区南片江６丁目２番３常　勤:   16くら病院　理事長　江 移動 内   消   循  現存
     ２号 (医      16)頭　啓介 平28.11.26呼内 放   リハ
     非常勤:   37 麻   心内 神内
     (医      37) 他   
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1508111,876,9 医療法人心和堂　後藤〒810-0001 092-712-0367医療法人　心和堂　後後藤　英一郎 平17. 5. 1内   精   神  診療所
     クリニック 福岡県福岡市中央区天神３丁目１常　勤:    1藤クリニック　理事長 移動 現存
     ４番３１号 (医       1)　後藤　英一郎 平29. 5. 1
     非常勤:    1
     (医       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1509111,879,3 林内科外科眼科クリニ〒810-0035 092-741-5775林　明亮 林　明亮 平元.10. 1一般    診療所
     ック 福岡県福岡市中央区梅光園２丁目常　勤:    2 内   外   眼  休止
     ７－６ (医       2) 平16.10. 1
     非常勤:    1
     (医       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1510111,880,1 医療法人　湯田医院 〒819-0002 092-881-0991医療法人　湯田医院　湯田　雍馬 平元.10. 1産婦 診療所
     福岡県福岡市西区姪の浜４丁目１常　勤:    1理事長　湯田　雍馬 現存
     １－２９ (医       1) 平28.10. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1511111,881,9 医療法人社団　誠和会〒814-0163 092-865-2211医療法人社団　誠和会牟田　和男 平元.10. 1一般        65病院
     　牟田病院 福岡県福岡市早良区干隈３丁目９常　勤:   12　牟田病院　理事長　 療養        98現存
     番１号 (医      12)牟田　和男 平28.10. 1内   小   リウ
     非常勤:   31 リハ 整外 胃  
     (医      31) 循   神内 外  
     ひ   呼内 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1512111,882,7 医療法人　上月内科医〒814-0021 092-821-0188医療法人　上月内科医上月　武志 平元.10. 1一般         6診療所
     院 福岡県福岡市早良区荒江３丁目１常　勤:    2院　理事長　上月　武 療養         6現存
     ５－２１ (医       2)志 平28.10. 1その他       4
     内   呼   消  
     循   リハ 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1513111,883,5 医療法人　めぐみ胃腸〒814-0164 092-865-4321医療法人　めぐみ胃腸小島　逸也 平元.10. 1一般        19診療所
     科外科医院 福岡県福岡市早良区賀茂２丁目２常　勤:    1科外科医院　理事長　 胃   外   こう現存
     １－１８ (医       1)小島　逸也 平28.10. 1リハ 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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 1514111,886,8 医療法人　つのだ泌尿〒814-0155 092-863-9717医療法人　つのだ泌尿角田　和之 平元.10. 1一般        10診療所
     器科医院 福岡県福岡市城南区東油山１丁目常　勤:    1器科医院　理事長　角 ひ   現存
     ３－３０ (医       1)田　和之 平28.10. 1
     非常勤:    4
     (医       4)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1515111,905,6 西福岡病院 〒819-0055 092-881-1331医療法人　西福岡病院中垣　充 昭58. 4. 1一般       145病院
     福岡県福岡市西区生の松原３丁目常　勤:   25　理事長　安藤　文英 結核        58現存
     １８－８ (医      21) 平29. 9. 1療養        45
     (薬       4) 内   呼内 循  
     非常勤:   94 消   外   整外
     (医      94) 神内 眼   耳い
     ひ   皮   放  
     リハ アレ リウ
     婦   こう 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1516111,911,4 国家公務員共済組合連〒810-8539 092-721-0831国家公務員共済組合連一宮　仁 平25.10.12一般       468地域支援
     (113,911,8) 合会　浜の町病院 福岡県福岡市中央区長浜３丁目３常　勤:  113合会　理事長　松元　 移動 内   呼内 消  総合病院
     番１号 (医     113)崇 平25.10.12循   神内 小  現存
     非常勤:   23 外   形外 整外
     (医      21) 脳外 皮   ひ  
     (歯       2) 産   婦   眼  
     耳い 放   麻  
     救命 精   リハ
     アレ リウ 病理
     呼外 歯   
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1517111,914,8 医療法人親愛　天神ク〒810-0001 092-721-3571医療法人　親愛　理事前田　和弘 昭53.10. 1内   循   消  診療所
     リニック 福岡県福岡市中央区天神二丁目１常　勤:    8長　朝長　正道 放   リウ 呼内現存
     ２番１号 (医       8) 平29.10. 1他   
     非常勤:    3
     (医       3)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1518111,917,1 油山病院 〒814-0171 092-871-2261医療法人泯江堂　理事三野原　義光 昭55. 4. 1療養        45病院
     福岡県福岡市早良区野芥五丁目６常　勤:   14長　三野原　義光 精神       235現存
     －３７ (医      13) 平28. 4. 1内   精   
     (薬       1)
     非常勤:    7
     (医       7)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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 1519111,918,9 福岡県済生会福岡総合〒810-0001 092-771-8151社会福祉法人　恩賜財松浦　弘 昭37. 7. 1一般       380地域支援
     病院 福岡県福岡市中央区天神１丁目３常　勤:  150団　済生会　支部長　 内   精   循  総合病院
     －４６ (医     150)金納　文彦 平28. 7. 1消   心内 小  現存
     非常勤:    4 外   脳外 整外
     (医       4) 形外 皮   ひ  
     脳内 産婦 眼  
     耳い 麻   放  
     呼内 呼外 病理
     救命 心外 他  
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1520111,919,7 福岡市早良保健所 〒814-0006 092-851-6400福岡市　福岡市長　髙永野　美紀 昭60. 4. 1内   小   放  診療所
     福岡県福岡市早良区百道一丁目１常　勤:    2島　宗一郎 現存
     ８番１８号 (医       2) 平30. 4. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1521111,921,3 医療法人　溝口外科整〒810-0001 092-721-5252医療法人　溝口外科整小島　哲夫 昭54. 6. 1一般        89病院
     形外科病院 福岡県福岡市中央区天神四丁目６常　勤:   11形外科病院　理事長　 外   整外 形外現存
     の２５ (医       9)溝口　知行 平30. 6. 1リハ 麻   
     (薬       2)
     非常勤:    3
     (医       3)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1522111,923,9 長尾病院 〒814-0153 092-541-2035医療法人順和　理事長服部　文忠 昭55. 4. 1一般        33病院
     福岡県福岡市城南区樋井川三丁目常　勤:   11　服部　文忠 療養        90現存
     ４７－１ (医      11) 平28. 4. 1内   神内 脳内
     非常勤:   23 循   胃   消  
     (医      23) 透析 整外 リハ
     リウ 他   
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1523111,924,7 福岡記念病院 〒814-0002 092-821-4731社会医療法人大成会　黒田　康夫 昭52.12. 1一般       239病院
     (113,924,1) 福岡県福岡市早良区西新一丁目１常　勤:   56理事長　黒田　康夫 外   脳外 整外現存
     番３５号 (医      54) 平28.12. 1消   こう 呼外
     (歯       2) 形外 内   循  
     非常勤:   95 脳内 小   ひ  
     (医      95) 産   婦   皮  
     眼   耳い 放  
     麻   精   リウ
     リハ 歯   歯外
     病理 臨床 心外
     呼内 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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 1524111,928,8 福岡鳥飼病院 〒814-0103 092-831-6031医療法人弘医会　理事池田　実 昭60. 8. 1一般 病院
     福岡県福岡市城南区鳥飼６丁目８常　勤:   10長　笠原　憲二     一般    57現存
     －５ (医      10) 平24. 8. 1療養
     非常勤:   33     療養   120
     (医      33) 内   呼内 循  
     消   神内 外  
     呼外 心外 整外
     リウ 小   形外
     脳外 皮   リハ
     他   
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1525111,932,0 伊都の丘病院 〒819-0378 092-806-1172医療法人　光陽会　理舩津　邦比古 昭54. 4. 1精神       148病院
     福岡県福岡市西区徳永北１８番５常　勤:    5事長　舩津　邦比古 神   精   内  現存
     号 (医       5) 平29. 8. 1心内 他   
     非常勤:    6
     (医       6)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1526111,936,1 医療法人　白翠園　春〒819-0162 092-891-3535医療法人　白翠園　理武田　誠司 昭52. 8. 1精神       131病院
     日病院 福岡県福岡市西区今宿青木１１０常　勤:    3事長　武田　誠司 精   神   現存
     ５番地 (医       3) 平28. 8. 1
     非常勤:   22
     (医      22)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1527111,944,5 福岡大学病院 〒814-0133 092-801-1011学校法人福岡大学　理井上　亨 昭61.10. 1一般 特定機能
     (113,944,9) 福岡県福岡市城南区七隈７丁目４常　勤:  519事長　貫　正義     一般   855総合病院
     ５番１号 (医     507) 平28.10. 1精神 現存
     (歯      12)     精神    60
     非常勤:  140 内   精   神内
     (医     135) 呼   消   循  
     (歯       5) 小   外   整外
     脳外 呼外 心外
     皮   ひ   こう
     産婦 眼   耳い
     リハ 放   麻  
     歯   小外 形外
     アレ リウ 歯外
     美外 病理 救命
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1528111,955,1 医療法人楽天堂　廣橋〒811-1102 092-804-2621医療法人楽天堂　理事 橋　紀正 昭54.11. 1療養        83病院
     病院 福岡県福岡市早良区東入部６丁目常　勤:    4長　廣橋　紀正 その他      41現存
     ２０番５６号 (医       4) 平24.11. 1内   リハ 
     非常勤:    5
     (医       5)
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 1529111,957,7 福岡腎臓内科クリニッ〒810-0004 092-761-4936医療法人医心会　理事平方　秀樹 昭52. 3.18内   診療所
     ク 福岡県福岡市中央区渡辺通４丁目常　勤:    2長　平方　秀樹 現存
     ６番２０号星野ビル内 (医       2) 平28. 3. 1
     非常勤:   18
     (医      18)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1530111,961,9 今津赤十字病院 〒819-0165 092-806-2111日本赤十字社　社長　藤井　弘二 昭53. 7. 1一般        90病院
     福岡県福岡市西区今津３７７ 常　勤:    8近衞　忠煇 その他      30現存
     (医       7) 平29. 7. 1精神        60
     (薬       1) 内   精   神  
     非常勤:   30 呼   胃   循  
     (医      30) リハ 放   
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1531111,964,3 三菱電機株式会社　福〒819-0192 092-805-3022三菱電機株式会社パワ藤﨑　丈詞 昭53.11. 1内   診療所
     岡診療所 福岡県福岡市西区今宿東１丁目１常　勤:    2ーデバイス製作所　総 現存
     －１ (医       2)務部長　吉田　謙信 平29.11. 1
     非常勤:    1
     (医       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1532111,967,6 福岡市中央保健所 〒810-0073 092-761-7361福岡市　福岡市長　髙衣笠　有紀 平 6.12.12内   小   放  診療所
     福岡県福岡市中央区舞鶴２－５－常　勤:    2島　宗一郎 移動 現存
     １ (医       2) 平27.12.12
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1533111,968,4 福岡和仁会病院 〒819-0055 092-891-7621医療法人和仁会　理事森下　行信 平13. 7. 1療養 病院
     福岡県福岡市西区生の松原１丁目常　勤:   11長　臼井　和裕 移動     療養   192現存
     ３３番１８号 (医      11) 平25. 7. 1内   外   消  
     非常勤:    7 リハ 循   整外
     (医       7) 脳外 呼   
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1534111,970,0 特定医療法人社団三光〒810-0044 092-713-0468特定医療法人社団三光斉藤　喬雄 昭54. 5. 1内   診療所
     会三光クリニック 福岡県福岡市中央区六本松４丁目常　勤:    2会　理事長　井林　雪 現存
     ９－３ (医       2)郎 平30. 4. 1
     非常勤:   19
     (医      19)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1535111,971,8 福岡市立心身障がい福〒810-0072 092-721-1611福岡市長　高島　宗一宮崎　千明 昭54. 5. 1内   精   神  診療所
     祉センター診療所 福岡県福岡市中央区長浜１丁目２常　勤:   14郎 小   整外 眼  現存
     番８号 (医      14) 平30. 5. 1耳   リハ 神内
     非常勤:   13
     (医      13)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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 1536111,974,2 福西会病院 〒814-0171 092-861-2780医療法人　福西会　理山下　裕一 昭55. 1. 1一般 病院
     福岡県福岡市早良区野芥１丁目２常　勤:   32事長　白日　高歩     一般   198現存
     番地３６ (医      32) 平28. 1. 1外   消   こう
     非常勤:   36 呼外 整外 リハ
     (医      36) ひ   脳外 内  
     循   呼内 神内
     透析 放   麻  
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1537111,976,7 福岡リハビリテーショ〒819-0043 092-812-1555医療法人　博仁会　理木原　亨 昭55.11. 1一般 病院
     (103,156,2) ン病院 福岡県福岡市西区野方７丁目７７常　勤:   15事長　原　道也     一般   168現存
     ０ (医      12) 平28.11. 1療養
     (歯       3)     療養    60
     非常勤:   17 内   整外 脳外
     (医      16) 神内 形外 消  
     (歯       1) 外   リハ 循  
     麻   リウ 歯  
     こう 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1538111,977,5 福岡逓信病院 〒810-0022 092-741-0300日本郵政株式会社　代津田　泰夫 昭56. 6. 1一般       147総合病院
     福岡県福岡市中央区薬院２丁目６常　勤:   16表執行役社長　長門　 療養        45現存
     番地１１号 (医      16)正貢 平29. 6. 1内   小   外  
     非常勤:   65 整外 皮   婦  
     (医      65) 眼   耳い 放  
     麻   循   消  
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1539111,979,1 千鳥橋病院附属新室見〒819-0022 092-891-3711公益社団法人　福岡医熊谷　芳夫 昭56.10. 1内   呼   消  診療所
     診療所 福岡県福岡市西区福重５丁目１－常　勤:    1療団　代表理事　舟越 循   小   現存
     ２７ (医       1)　光彦 平29.10. 1
     非常勤:    3
     (医       3)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1540111,981,7 白十字病院 〒819-0025 092-891-2511社会医療法人財団白十渕野　泰秀 昭57. 2. 1一般       411病院
     (113,981,1) 福岡県福岡市西区石丸３丁目２－常　勤:   67字会　理事長　富永　 療養        55現存
     １ (医      65)雅也 平30. 2. 1内   神内 透析
     (歯       2) 消   循   放  
     非常勤:   63 精   外   こう
     (医      60) 整外 脳外 ひ  
     (歯       3) 形外 眼   麻  
     心外 リハ 臨床
     病理 救命 歯  
     歯外 他   
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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 1541111,982,5 医療法人　社団　広仁〒810-0004 092-731-2345医療法人社団広仁会　古賀　稔啓 平20. 3.31一般 病院
     会　広瀬病院 福岡県福岡市中央区渡辺通１丁目常　勤:    4理事長　古賀　稔啓 移動     一般    62現存
     １２番１１号 (医       4) 平26. 3.31外   整外 リハ
     非常勤:   22 消   内   循  
     (医      22) 放   麻   脳外
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1542111,988,2 重松クリニック 〒814-0006 092-843-3800医療法人社団　信愛会重松　勝 昭59. 2. 1一般 診療所
     福岡県福岡市早良区百道１丁目１常　勤:    4　理事長　重松　勝     一般    19現存
     番４号 (医       4) 平29. 2. 1内   外   循  
     非常勤:    2 リハ 
     (医       2)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1543111,989,0 福岡市西保健所 〒819-0005 092-882-3231福岡市　福岡市長　髙石井　美栄 昭59. 5. 1内   小   放  診療所
     福岡県福岡市西区内浜一丁目４番常　勤:    2島　宗一郎 現存
     ７号 (医       2) 平29. 5. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1544111,993,2 博愛会病院 〒810-0034 092-741-2626医療法人財団　博愛会三澤　正 平 9. 4. 1一般        97病院
     福岡県福岡市中央区笹丘１丁目２常　勤:   17　理事長　那須　繁 移動 療養        48現存
     ８ー２５ (医      16) 平30. 4. 1内   消   胃  
     (薬       1) 循   呼内 リウ
     非常勤:   12 整外 リハ 他  
     (医      12)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1545111,996,5 医療法人社団　飯盛会〒819-0037 092-811-1821医療法人社団　飯盛会倉光　かすみ 昭61. 8. 1精神       130病院
     (113,996,9) 　倉光病院 福岡県福岡市西区大字飯盛６６４常　勤:    6　理事長　倉光　かす 内   精   神  現存
     番地１ (医       6)み 平28. 8. 1歯   
     非常勤:    8
     (医       7)
     (歯       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1546111,997,3 医療法人社団　福光会〒814-0013 092-841-2345医療法人社団　福光会福田　量 昭61. 9. 1一般        38病院
     　福田眼科病院 福岡県福岡市早良区藤崎１丁目２常　勤:    6　理事長　福田　量 眼   現存
     ４－１ (医       5) 平28. 9. 1
     (薬       1)
     非常勤:   23
     (医      23)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1547112,196,1 安増医院 〒810-0055 092-741-3022安増　進 安増　進 昭44. 8.28耳い 気食 アレ診療所
     福岡県福岡市中央区黒門９番１７常　勤:    1 現存
     号 (医       1) 平29. 8. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1548112,581,4 小舘小児科医院 〒814-0155 092-861-3600小舘　三郎 小舘　三郎 昭51. 5. 1小   診療所
     福岡県福岡市城南区東油山１丁目常　勤:    1 現存
     ８番１２号 (医       1) 平30. 5. 1
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 1549112,606,9 光安内科医院 〒814-0031 092-841-0033光安　如成 光安　如成 昭52. 2. 1内   小   診療所
     福岡県福岡市早良区南庄５－２－常　勤:    1 現存
     １ (医       1) 平28. 2. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1550112,609,3 皆川外科医院 〒819-0002 092-881-0232皆川　博美 皆川　博美 昭52. 2. 7外   診療所
     福岡県福岡市西区姪浜４丁目２番常　勤:    1 現存
     ２１号 (医       1) 平28. 2. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1551112,613,5 中野眼科医院 〒810-0011 092-531-1331中野　正彬 中野　正彬 平10. 7.21眼   診療所
     福岡県福岡市中央区高砂１丁目１常　勤:    1 移動 現存
     －１２ (医       1) 平28. 7.21
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1552112,624,2 岡村眼科医院 〒814-0122 092-781-5800岡村　肇 岡村　肇 昭52.10. 1眼   診療所
     福岡県福岡市城南区友泉亭７－１常　勤:    1 現存
     ５ (医       1) 平28.11. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1553112,711,7 石橋外科胃腸科医院 〒819-0052 092-882-0800石橋　秀昭 石橋　秀昭 昭56. 8. 1一般        19診療所
     福岡県福岡市西区大字下山門３丁常　勤:    1 内   胃   外  現存
     目１－８ (医       1) 平23. 8. 1皮   こう リハ
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1554112,753,9 守永クリニック 〒810-0005 092-522-4321守永　典彦 守永　典彦 昭58. 7. 1一般        19診療所
     福岡県福岡市中央区清川３丁目１常　勤:    1 外   循   リウ現存
     ３番６号 (医       1) 平28. 7. 1アレ 
     非常勤:    1
     (医       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1555112,754,7 小山田内科呼吸器科医〒819-0168 092-806-0166小山田　正孝 小山田　正孝 昭58. 7. 1一般        19診療所
     院 福岡県福岡市西区今宿駅前１丁目常　勤:    1 内   呼   小  現存
     １７－５ (医       1) 平28. 7. 1放   
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1556112,767,9 石神小児科医院 〒819-0043 092-811-7266石神　喜久 石神　喜久 昭60. 3. 1小   診療所
     福岡県福岡市西区野方１丁目２２常　勤:    1 現存
     －２５ (医       1) 平30. 3. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1557112,781,0 伊崎内科神経科クリニ〒810-0067 092-781-6616森　可南 森　可南 昭61.11. 1内   神   診療所
     ック 福岡県福岡市中央区伊崎９の６ 常　勤:    1 現存
     (医       1) 平28.11. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1558112,790,1 整形外科田中クリニッ〒810-0004 092-752-3778田中　公次 田中　公次 平20. 6.23整外 診療所
     ク 福岡県福岡市中央区渡辺通２－１常　勤:    1 移動 現存
     －８２電気ビル北館２Ｆ (医       1) 平26. 6.23
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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 1559112,828,9 中手内科クリニック 〒814-0002 092-845-2727中手　悟 中手　悟 平29. 5.22内   胃   循  診療所
     福岡市早良区西新４丁目３－２２常　勤:    1 移動 現存
     (医       1) 平29. 5.22
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1560112,839,6 まつもと胃腸内科 〒814-0133 092-864-1122医療法人松和会　理事松本　和博 昭63. 8. 1内   胃   診療所
     福岡県福岡市城南区七隈３丁目４常　勤:    3長　松本　和博 現存
     －２３ (医       3) 平24. 8. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1561112,858,6 山本内科胃腸科クリニ〒810-0033 092-522-5855山本　勉 山本　勉 平元. 6. 1内   胃   診療所
     ック 福岡県福岡市中央区小笹３丁目１常　勤:    1 現存
     １－１ (医       1) 平28. 6. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1562112,877,6 調医院 〒814-0006 092-822-3855調　一樹 調　一樹 平元.10. 1内   呼   消  診療所
     福岡県福岡市早良区百道１丁目１常　勤:    1 放   アレ 現存
     ８－３１ (医       1) 平28.10. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1563112,930,3 福岡結核予防センター〒810-0041 092-761-2544公益財団法人福岡県結是久　哲郎 昭55. 5. 1内   呼   消  診療所
     福岡県福岡市中央区大名二丁目４常　勤:    9核予防会　理事長　松 産婦 放   現存
     番７号 (医       9)田　峻一良 平28. 5. 1
     非常勤:   11
     (医      11)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1564112,938,6 茂木病院 〒819-0002 092-881-0638医療法人　明和会　理茂木　祥正 昭52.12. 1療養        42病院
     福岡県福岡市西区姪の浜六丁目１常　勤:    3事長　茂木　啓右 内   リハ 現存
     番２０号 (医       2) 平28.12. 1
     (薬       1)
     非常勤:    5
     (医       5)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1565112,940,2 福岡市立能古診療所 〒819-0012 092-881-0734福岡市　福岡市長　髙榊原　庸晃 平11. 4. 1内   小   診療所
     福岡県福岡市西区能古７２５－２常　勤:    1島　宗一郎 移動 現存
     (医       1) 平29. 4. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1566112,953,5 西日本内科クリニック〒810-0001 092-712-9357財団法人　医用電子研緒方　宣邦 昭51. 2. 1内   消   循  診療所
     福岡県福岡市中央区天神１－４－常　勤:    2究所　理事長　庄司　 休止
     １西日本新聞会館１５階 (医       2)秀秋 平18. 2. 1
     非常勤:    1
     (医       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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 1567112,980,8 シーサイド病院 〒819-0165 092-806-7171医療法人永寿会　理事山本　雄正 昭56.11. 1療養       413病院
     (103,565,4) 福岡県福岡市西区今津３８１０番常　勤:   11長　齋藤　秀樹 内   リハ 皮  現存
     地 (医      10) 平29.11. 1歯   
     (歯       1)
     非常勤:   15
     (医      11)
     (歯       4)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1568112,986,5 福岡市立急患診療セン〒814-0001 092-847-1099福岡市　福岡市長　髙平田　泰彦 昭57. 9. 1一般        19診療所
     ター 福岡県福岡市早良区百道浜１丁目常　勤:    4島　宗一郎 内   小   外  現存
     ６－９ (医       4) 平28. 4.18眼   耳い 産婦
     非常勤:    1
     (医       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1569112,990,7 福岡市立西急患診療所〒819-0005 092-882-3145福岡市　福岡市長　髙佐野　正敏 昭59. 5. 1内   診療所
     福岡県福岡市西区内浜１丁目４－常　勤:    5島　宗一郎 現存
     ７ (医       5) 平29. 5. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1570112,994,9 公益財団法人福岡県す〒810-0001 092-712-7776公益財団法人福岡県す中原　束 平15. 5. 1婦   消   放  診療所
     こやか健康事業団　福福岡県福岡市中央区天神２丁目１常　勤:    8こやか健康事業団　理 移動 現存
     岡国際総合健診センタ３番７号福岡平和ビル２階 (医       8)事長　瓦林　達比古 平27. 5. 1
     ー
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1571112,999,8 福岡市立城南急患診療〒814-0103 092-831-7979福岡市　福岡市長　髙今任　信彦 昭62. 5. 1内   診療所
     所 福岡県福岡市城南区鳥飼５丁目２常　勤:    2島　宗一郎 現存
     －２５ (医       2) 平29. 5. 1
     非常勤:    1
     (医       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1572121,002,0 宮原産婦人科医院 〒811-1302 092-58-4374 宮原　寧 宮原　寧 昭53.12. 1産   婦   診療所
     福岡県福岡市南区井尻３丁目１０常　勤:    1 現存
     －１０ (医       1) 平29.12. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1573121,027,7 佐藤外科総合クリニッ〒811-1324 092-581-3893佐藤　莞治 佐藤　莞治 昭41.12. 1精   外   整外診療所
     ク 福岡県福岡市南区警弥郷１丁目１常　勤:    1 皮   胃   こう現存
     ７－１５ (医       1) 平29.12. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1574121,101,0 山田耳鼻咽喉科医院 〒815-0033 092-541-2353山田　篤伸 山田　篤伸 昭53. 7.25耳い 気食 アレ診療所
     福岡県福岡市南区大橋１丁目１５常　勤:    1 現存
     －１２ (医       1) 平29. 7. 1
     非常勤:    1
     (医       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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 1575121,128,3 山口皮膚科医院 〒815-0041 092-511-3305山口　眞吾 山口　眞吾 昭50.12. 1皮   ひ   アレ診療所
     福岡県福岡市南区野間４丁目２－常　勤:    1 現存
     １０ (医       1) 平29.12. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1576121,156,4 山田眼科医院 〒815-0042 092-551-2562山田　栄一 山田　栄一 平 7.11. 6眼   診療所
     福岡県福岡市南区若久５－２－１常　勤:    1 移動 現存
     ０ (医       1) 平28.11. 6
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1577121,171,3 おがた内科・こどもク〒811-1311 092-581-0212緒方　正博 緒方　正博 平14.10. 1内   心内 循  診療所
     リニック 福岡県福岡市南区横手２丁目１８常　勤:    1 移動 小   胃   現存
     －１５ (医       1) 平26.10. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1578121,175,4 平島耳鼻咽喉科医院 〒811-1352 092-566-3387平島　健二郎 平島　健二郎 昭61. 1. 1耳   診療所
     福岡県福岡市南区鶴田１丁目７番常　勤:    1 現存
     ７号 (医       1) 平28. 1. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1579121,176,2 岡本内科胃腸科医院 〒811-1365 092-511-5991岡本　佳千 岡本　佳千 昭61. 1. 1内   胃   消  診療所
     福岡県福岡市南区皿山四丁目２の常　勤:    1 現存
     ４ (医       1) 平28. 1. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1580121,183,8 佐伯医院 〒811-1343 092-551-7660佐伯　清美 佐伯　清美 平 8. 4.26内   呼   循  診療所
     福岡県福岡市南区和田１丁目４番常　勤:    1 移動 小   現存
     １８号 (医       1) 平29. 4.26
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1581121,184,6 大島眼科医院 〒815-0083 092-524-1075大島　龍太郎 大島　龍太郎 昭63.10. 1眼   診療所
     福岡県福岡市南区高宮５丁目１－常　勤:    2 現存
     １ (医       2) 平24.10. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1582121,189,5 舩津クリニック 〒815-0041 092-552-7321舩津　雅夫 舩津　雅夫 平元. 4. 1形外 ひ   診療所
     福岡県福岡市南区野間４－１７－常　勤:    1 現存
     ３１ (医       1) 平28. 4. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1583121,201,8 山崎内科クリニック 〒815-0083 092-531-5371山嵜　節 山嵜　節 平10.11.24内   消   小  診療所
     福岡県福岡市南区高宮３丁目１９常　勤:    1 移動 現存
     番５号 (医       1) 平28.11.24
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1584121,207,5 皮膚科三原クリニック〒811-1346 092-565-1211三原　公彦 三原　公彦 平 3. 6. 1皮   診療所
     福岡県福岡市南区老司２丁目１－常　勤:    1 現存
     ２１ (医       1) 平30. 6. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1585121,211,7 小林内科小児科糖尿病〒815-0083 092-521-7977小林　研次 小林　研次 平 4. 1. 1内   小   他  診療所
     内科医院 福岡県福岡市南区高宮１丁目９－常　勤:    1 現存
     ２６ (医       1) 平28. 1. 1
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 1586121,221,6 中尾診療所 〒811-1364 092-542-1180医療法人社団照和会　富永　浩平 平 4. 4. 1内   胃   消  診療所
     福岡県福岡市南区中尾２丁目１５常　勤:    1理事長　西岡　雄二 現存
     －２３ (医       1) 平28. 4. 1
     非常勤:    1
     (医       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1587121,222,4 木下内科循環器科医院〒811-1361 092-552-1100木下　栄一 木下　栄一 平 4. 8. 1内   循   診療所
     福岡県福岡市南区西長住１丁目９常　勤:    2 現存
     －５０ (医       1) 平28. 8. 1
     (薬       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1588121,223,2 田中医院 〒811-1355 092-565-5121田中　正文 田中　正文 平 4. 7.28内   消   小  診療所
     福岡県福岡市南区桧原３丁目２２常　勤:    1 現存
     －２０ (医       1) 平28. 7.28
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1589121,226,5 大平眼科神経科医院 〒811-1361 092-562-4515大平　元昭 大平　元昭 平 4.11. 1神   眼   診療所
     福岡県福岡市南区西長住２－２７常　勤:    1 現存
     －１３ (医       1) 平28.11. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1590121,227,3 にしだ眼科医院 〒815-0033 092-541-5821西田　博 西田　博 平26. 6. 1眼   診療所
     福岡県福岡市南区大橋３－１２－常　勤:    1 移動 現存
     ５ (医       1) 平26. 6. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1591121,229,9 田中皮膚科クリニック〒815-0071 092-526-9495田中　雄二 田中　雄二 平 5. 4. 1皮   診療所
     福岡県福岡市南区平和２丁目１－常　勤:    1 現存
     ２ (医       1) 平29. 4. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1592121,231,5 岡田耳鼻咽喉科医院 〒815-0083 092-531-2825岡田　修一 岡田　修一 平 5. 8.17耳い 診療所
     福岡県福岡市南区高宮５丁目１－常　勤:    1 交代 現存
     １－２０１ (医       1) 平29. 8.17
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1593121,235,6 徳永内科医院 〒811-1311 092-593-1600徳永　尚登 徳永　尚登 平 6. 6. 1内   呼   消  診療所
     福岡県福岡市南区横手３丁目４０常　勤:    1 新規 リハ 現存
     －２ (医       1) 平30. 6. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1594121,239,8 なんぶ内科胃腸科クリ〒815-0033 092-551-2211南部　匠 南部　匠 平 6. 9. 1内   胃   診療所
     ニック 福岡県福岡市南区大橋３－３１－常　勤:    1 新規 現存
     １９ (医       1) 平24. 9. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1595121,240,6 藤田整形外科医院 〒815-0033 092-561-2811藤田　芳憲 藤田　芳憲 平 6. 9. 1整外 診療所
     福岡県福岡市南区大橋３－３１－常　勤:    1 新規 現存
     １９　奥山ビル (医       1) 平24. 9. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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 1596121,243,0 水田ひふ科クリニック〒815-0033 092-561-6161水田　良子 水田　良子 平 7. 7. 1皮   診療所
     福岡県福岡市南区大橋３－３１－常　勤:    1 新規 現存
     １８ (医       1) 平28. 7. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1597121,246,3 医療法人　田中産婦人〒811-1361 092-541-5454医療法人　田中産婦人原田　啓之 平 8. 1. 1一般         8診療所
     科クリニック 福岡県福岡市南区西長住２丁目２常　勤:    1科クリニック　理事長 組織変更 産   婦   現存
     ６番３９号 (医       1)　原田　啓之 平29. 1. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1598121,247,1 医療法人　寺沢病院 〒815-0084 092-521-1381医療法人　寺沢病院　寺澤　正壽 平 8. 1. 1一般        86病院
     福岡県福岡市南区市崎１丁目１４常　勤:    7理事長　寺澤　正壽 組織変更 内   小   循  現存
     番１１号　　　 (医       7) 平29. 1. 1消   リハ 神内
     非常勤:   25 精   
     (医      25)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1599121,248,9 井口野間病院 〒815-0074 092-551-5301医療法人　井口野間病杉原　弘治 平 8. 1. 1精神       216病院
     福岡県福岡市南区寺塚１丁目３番常　勤:    9院　理事長　高山　成 組織変更 精   心内 内  現存
     ４７号 (医       7)吉 平29. 1. 1
     (薬       2)
     非常勤:   14
     (医      14)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1600121,249,7 上田整形外科・外科医〒815-0033 092-551-2661上田　章雄 上田　章雄 平 8. 2. 4整外 外   診療所
     院 福岡県福岡市南区大橋４丁目２４常　勤:    1 交代 現存
     ー３８ (医       1) 平29. 2. 4
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1601121,251,3 矢田部内科循環器科医〒811-1311 092-583-6796矢田部　左近 矢田部　左近 平 8. 4. 1内   循   胃  診療所
     院 福岡県福岡市南区横手２丁目３８常　勤:    1 新規 リハ 神内 アレ現存
     －２０ (医       1) 平29. 4. 1リウ 心内 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1602121,252,1 岡本医院 〒811-1365 092-541-0971岡本　潔 岡本　潔 平 8. 5. 1外   整外 リハ診療所
     福岡県福岡市南区皿山２丁目３番常　勤:    1 交代 胃   現存
     １９号 (医       1) 平29. 5. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1603121,254,7 諸岡小児科 〒811-1302 092-581-1016諸岡　達也 諸岡　達也 平 8. 6. 1小   診療所
     福岡県福岡市南区井尻３丁目９番常　勤:    2 交代 現存
     ２１号 (医       2) 平29. 6. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1604121,255,4 いまとうクリニック 〒815-0041 092-561-9723今任　信彦 今任　信彦 平 8. 9. 1神   精   診療所
     福岡県福岡市南区野間１丁目１６常　勤:    1 新規 現存
     ー２２ (医       1) 平29. 9. 1
     非常勤:    1
     (医       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------



 医 療 機 関 番 号  医 療 機 関 名 称 医療機関所在地 開設者氏名 備  考管理者氏名項 番
指定年月日
登録理由
指定期間始

病床数
／

診療科名

電話番号
／

勤務医数

                 コード内容別医療機関一覧表

［平成30年 6月 1日現在　医科　　　現存／休止］ 平成30年 6月 1日作成   183 頁

 1605121,262,0 たかた内科医院 〒815-0031 092-512-7786髙田　和幸 髙田　和幸 平10. 4. 1内   循   診療所
     福岡県福岡市南区清水３丁目２０常　勤:    1 新規 現存
     番２９号 (医       1) 平28. 4. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1606121,265,3 もりや耳鼻咽喉科 〒811-1364 092-554-7833守谷　啓司 守谷　啓司 平10.10. 1耳い 診療所
     福岡県福岡市南区中尾２丁目３－常　勤:    1 新規 現存
     ２５サンライズ恵比寿２Ｆ (医       1) 平28.10. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1607121,266,1 松田整形外科 〒811-1356 092-554-6001松田　和浩 松田　和浩 平10.11. 1整外 リウ リハ診療所
     福岡県福岡市南区花畑１丁目４５常　勤:    1 新規 現存
     －３４ (医       1) 平28.11. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1608121,269,5 馬場外科医院 〒811-1302 092-591-3412馬場　秀昭 馬場　秀昭 平11. 4. 1外   整外 消  診療所
     福岡県福岡市南区井尻五丁目２５常　勤:    1 交代 リハ 現存
     －１７ (医       1) 平29. 4. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1609121,270,3 こうだ内科クリニック〒811-1344 092-551-6412幸田　忠裕 幸田　忠裕 平11. 4. 1内   診療所
     福岡県福岡市南区三宅２丁目１０常　勤:    1 交代 現存
     －３１ (医       1) 平29. 4. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1610121,271,1 シティクリニック 〒815-0033 092-557-9667樋口　訓久 樋口　訓久 平11. 8. 1眼   診療所
     福岡県福岡市南区大橋１－８－１常　勤:    1 新規 現存
     ９プロベニオ大橋５Ｆ (医       1) 平29. 8. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1611121,277,8 ほんだすみこ皮膚科 〒815-0042 092-542-5035本田　純子 本田　純子 平16. 5. 1皮   診療所
     福岡県福岡市南区若久５丁目２４常　勤:    1 移動 現存
     の１０ (医       1) 平28. 5. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1612121,278,6 うめ野消化器肛門科外〒811-1362 092-554-2878梅野　寿実 梅野　寿実 平24.11. 1消   こう 外  診療所
     科クリニック 福岡県福岡市南区長住３丁目１番常　勤:    1 移動 リハ 内   現存
     ２７号 (医       1) 平24.11. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1613121,279,4 産婦人科・麻酔科　東〒815-0041 092-554-8111東原　潤一郎 東原　潤一郎 平12. 6. 1一般    診療所
     原クリニック 福岡県福岡市南区野間３丁目２２常　勤:    1 新規 産婦 麻   現存
     －３４ (医       1) 平30. 6. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1614121,280,2 井尻耳鼻咽喉科医院 〒811-1302 092-571-0771安石　健太郎 安石　健太郎 平12. 5.15耳   診療所
     福岡県福岡市南区井尻２丁目４９常　勤:    1 交代 現存
     －１９ (医       1) 平30. 5.15
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1615121,286,9 えぐち皮ふ科 〒815-0075 092-554-3223江口　哲 江口　哲 平13. 4. 1皮   アレ 外  診療所
     福岡県福岡市南区長丘５丁目２８常　勤:    1 新規 形外 現存
     －１６ (医       1) 平25. 4. 1
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 1616121,288,5 野口内科クリニック 〒811-1351 092-565-1019野口　秀哉 野口　秀哉 平13. 4. 1内   消   診療所
     福岡県福岡市南区屋形原４丁目１常　勤:    2 交代 現存
     ７－１５ (医       2) 平25. 4. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1617121,292,7 長沢医院 〒811-1302 092-581-0063長澤　浩成 長澤　浩成 平13. 7. 1内   小   診療所
     福岡県福岡市南区井尻５丁目１２常　勤:    1 交代 現存
     －３０ (医       1) 平25. 7. 1
     非常勤:    2
     (医       2)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1618121,294,3 清水クリニック 〒811-1311 092-502-6767清水　大一郎 清水　大一郎 平13.12. 1麻   リハ 診療所
     福岡県福岡市南区横手２丁目８－常　勤:    1 新規 現存
     ７ (医       1) 平25.12. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1619121,296,8 ありた整形外科 〒815-0071 092-534-8060有田　親史 有田　親史 平14. 3. 1整外 リウ リハ診療所
     福岡県福岡市南区平和１丁目２番常　勤:    1 新規 現存
     ２４号 (医       1) 平26. 3. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1620121,298,4 原内科胃腸科 〒815-0071 092-534-1189原　忍 原　忍 平14. 4. 1内   胃   診療所
     福岡県福岡市南区平和１丁目２－常　勤:    1 新規 現存
     ２４ (医       1) 平26. 4. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1621121,300,8 タクマこどもクリニッ〒815-0071 092-524-6199詫間　由一 詫間　由一 平14. 6. 1小   診療所
     ク 福岡県福岡市南区平和１丁目２－常　勤:    1 新規 現存
     ２４ (医       1) 平26. 6. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1622121,301,6 大里腎クリニック 〒811-1311 092-502-7714大里　紳一郎 大里　紳一郎 平14.10. 1内   診療所
     福岡県福岡市南区横手２丁目１８常　勤:    1 新規 現存
     －１５ (医       1) 平26.10. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1623121,305,7 村重クリニック 〒811-1353 092-567-9350村重　光哉 村重　光哉 平15. 1.22内   胃   こう診療所
     福岡県福岡市南区柏原４丁目１０常　勤:    1 移動 循   リハ 外  現存
     番２４号 (医       1) 平27. 1.22
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1624121,308,1 宮崎内科医院 〒815-0041 092-511-5945山方　昭弘 山方　昭弘 平15. 7. 1内   循   呼  診療所
     福岡県福岡市南区野間４丁目４番常　勤:    1 交代 現存
     ２５号 (医       1) 平27. 7. 1
     非常勤:    2
     (医       2)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1625121,309,9 しまだハートクリニッ〒811-1361 092-551-1510嶋田　一郎 嶋田　一郎 平15.11. 1循   内   心外診療所
     ク 福岡県福岡市南区西長住２丁目２常　勤:    2 交代 現存
     ３番８号 (医       2) 平27.11. 1
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 1626121,314,9 医療法人かじクリニッ〒815-0033 092-542-0084医療法人かじクリニッ加治　愼一 平16. 1. 1ひ   皮   内  診療所
     ク 福岡県福岡市南区大橋１丁目２番常　勤:    1ク　理事長　加治　愼 組織変更 現存
     ８号レーベント大橋２Ｆ (医       1)一 平28. 1. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1627121,317,2 華笑クリニック 〒815-0082 092-533-6523松本　法親 松本　法親 平16. 5. 1一般 診療所
     福岡県福岡市南区大楠２丁目１０常　勤:    1 新規     一般     2現存
     －９ (医       1) 平28. 5. 1内   呼   アレ
     非常勤:    1
     (医       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1628121,318,0 医療法人成冨整形外科〒811-1302 092-585-3100医療法人成冨整形外科成冨　徹 平16. 5. 1整外 リハ リウ診療所
     クリニック 福岡県福岡市南区井尻２丁目２０常　勤:    1クリニック　理事長　 組織変更 現存
     番８号 (医       1)成冨　徹 平28. 5. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1629121,319,8 医療法人すみい婦人科〒815-0071 092-534-2301医療法人すみい婦人科澄井　敬成 平16. 5. 1婦   診療所
     クリニック 福岡県福岡市南区平和１丁目２番常　勤:    1クリニック　理事長　 組織変更 現存
     ２４号 (医       1)澄井　敬成 平28. 5. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1630121,321,4 医療法人近藤整形クリ〒815-0071 092-524-7663医療法人近藤整形クリ近藤　孝 平16. 5. 1整外 リハ リウ診療所
     ニック 福岡県福岡市南区平和１丁目６番常　勤:    1ニック　理事長　近藤 組織変更 現存
     ５６号 (医       1)　孝 平28. 5. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1631121,324,8 中間眼科医院 〒815-0075 092-557-3360中間　宣博 中間　宣博 平16. 9. 1眼   診療所
     福岡県福岡市南区長丘５丁目２８常　勤:    1 新規 現存
     番８号クレマティスビル２Ｆ (医       1) 平28. 9. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1632121,325,5 医療法人　南昌江内科〒815-0071 092-534-1000医療法人　南昌江内科南　昌江 平16.10. 1内   診療所
     クリニック 福岡県福岡市南区平和１丁目４番常　勤:    2クリニック　理事長　 移動 現存
     ６号 (医       2)南　昌江 平28.10. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1633121,327,1 福岡糖質制限クリニッ〒811-1345 092-557-1201医療法人　堺整形外科田代　博之 平20. 4. 1一般 診療所
     ク 福岡県福岡市南区向新町１丁目１常　勤:    1医院　理事長　堺　智 移動     一般     5現存
     ３番４３号 (医       1)子 平26. 4. 1整外 外   内  
     非常勤:    1 アレ 脳外 
     (医       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1634121,328,9 中尾小児科医院 〒815-0037 092-541-7258中尾　文也 中尾　文也 平17. 1. 1一般    診療所
     福岡県福岡市南区玉川町１５－９常　勤:    2 交代 小   現存
     (医       2) 平29. 1. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1635121,331,3 ささぐり内科循環器科〒815-0075 092-512-8378笹栗　学 笹栗　学 平17. 4. 1内   循   診療所
     クリニック 福岡県福岡市南区長丘３丁目３番常　勤:    1 新規 現存
     ８号 (医       1) 平29. 4. 1
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 1636121,332,1 内科循環器科田代医院〒815-0042 092-541-3208田代　英一郎 田代　英一郎 平17. 4. 1内   循   診療所
     福岡県福岡市南区若久５丁目１番常　勤:    1 交代 現存
     ５号 (医       1) 平29. 4. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1637121,333,9 松岡内科胃腸科クリニ〒815-0084 092-521-0854松岡　義博 松岡　義博 平17. 5. 1内   胃   診療所
     ック 福岡県福岡市南区市崎１丁目９番常　勤:    1 交代 現存
     １２号 (医       1) 平29. 5. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1638121,334,7 医療法人専心会　木村〒811-1344 092-554-8800医療法人専心会　理事木村　 介ノーマン 平17. 6. 1呼   循   胃  診療所
     専太郎クリニック 福岡県福岡市南区三宅三丁目１６常　勤:    2長　木村　專太郎 組織変更 外   形外 リハ現存
     番１８号Ａー１０１ (医       2) 平29. 6. 1麻   
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1639121,336,2 木村耳鼻咽喉科医院 〒815-0033 092-511-3333木村　利浩 木村　利浩 平17.10. 5一般    診療所
     福岡県福岡市南区大橋４丁目６番常　勤:    2 交代 耳い 気食 アレ現存
     ９号 (医       2) 平29.10. 5
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1640121,339,6 ユニタクリニック 〒811-1346 092-564-6001ユニタ医療法人　理事野田　武志 平18. 1. 1整外 形外 リハ診療所
     福岡県福岡市南区老司１丁目２７常　勤:    1長　野田　武志 組織変更 リウ 美外 皮  現存
     番１２号 (医       1) 平30. 1. 1内   脳内 循  
     非常勤:    5
     (医       5)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1641121,340,4 福田皮ふ科野間四ツ角〒815-0041 092-552-1112医療法人　ＦＤＣ　理福田　直純 平18. 3. 1皮   アレ 診療所
     クリニック 福岡県福岡市南区野間１丁目１１常　勤:    2事長　福田　英三 新規 現存
     番３１号 (医       2) 平30. 3. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1642121,341,2 医療法人　菅原内科医〒815-0033 092-541-5494医療法人　菅原内科医菅原　寛 平18. 2. 1内   消   リハ診療所
     院 福岡県福岡市南区大橋２丁目３番常　勤:    1院　理事長　菅原　寛 組織変更 現存
     ２０号 (医       1) 平30. 2. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1643121,342,0 医療法人　堺整形外科〒811-1345 092-557-8886医療法人　堺整形外科石村　博史 平18. 3. 1一般        19診療所
     医院　福岡スポーツク福岡県福岡市南区向新町１丁目１常　勤:    2医院　理事長　堺　智 新規 整外 外   内  現存
     リニック ３番４３号 (医       2)子 平30. 3. 1麻   リハ アレ
     非常勤:    7 脳外 
     (医       7)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1644121,344,6 医療法人ほうゆう　お〒815-0083 092-533-5123医療法人ほうゆう　理大田　和弘 平18. 4. 6内   消   循  診療所
     おた内科消化器科クリ福岡県福岡市南区高宮３丁目２番常　勤:    1事長　大田　和弘 組織変更 リハ 現存
     ニック １８号 (医       1) 平30. 4. 6
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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 1645121,345,3 医療法人髙橋医院　大〒811-1354 092-567-8802医療法人髙橋医院　理長澤　徳子 平18. 5. 1一般         3診療所
     平寺の森クリニック 福岡県福岡市南区大平寺２丁目１常　勤:    2事長　髙橋　長弘 新規 内   胃   循  現存
     ３番３０号 (医       2) 平30. 5. 1整外 精   心内
     非常勤:    3 形外 リハ 
     (医       3)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1646121,346,1 杉田医院 〒815-0032 092-551-8872杉田　千香子 杉田　千香子 平18. 5. 1内   心内 精  診療所
     福岡県福岡市南区塩原２丁目２－常　勤:    1 新規 神   現存
     １７　ソフィアビル１階 (医       1) 平30. 5. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1647121,347,9 医療法人ひのでクリニ〒815-0033 092-541-5341医療法人ひのでクリニ中村　幸泰 平18. 5. 1外   消   診療所
     ック 福岡県福岡市南区大橋３丁目２５常　勤:    2ック　理事長　中村　 組織変更 現存
     番３２号 (医       2)幸泰 平30. 5. 1
     非常勤:    3
     (医       3)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1648121,348,7 医療法人　南島整形外〒811-1324 092-581-0033医療法人　南島整形外南島　広治 平18. 7. 1一般         8診療所
     科 福岡県福岡市南区警弥郷３－２－常　勤:    2科　理事長　南島　広 組織変更 整外 リウ リハ現存
     ３ (医       2)治 平24. 7. 1内   
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1649121,349,5 医療法人参仁会　しら〒815-0032 092-551-5151医療法人参仁会　理事佐野　希久子 平18.12. 1耳い 気食 アレ診療所
     べ耳鼻咽喉科医院 福岡県福岡市南区塩原２丁目９番常　勤:    2長　佐野　希久子 組織変更 現存
     ２７号織田ビル２Ｆ (医       2) 平24.12. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1650121,350,3 医療法人　やの内科胃〒815-0037 092-512-7560医療法人　やの内科胃矢野　祐二 平19. 1. 1内   呼   胃  診療所
     腸科クリニック 福岡県福岡市南区玉川町５－１９常　勤:    1腸科クリニック　理事 組織変更 アレ 現存
     (医       1)長　矢野　祐二 平25. 1. 1
     非常勤:    1
     (医       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1651121,351,1 医療法人匠会　図師眼〒811-1347 092-557-2577医療法人　匠会　理事圖師　郁子 平19. 1. 1眼   診療所
     科医院 福岡県福岡市南区野多目１丁目１常　勤:    1長　圖師　郁子 組織変更 現存
     番１３号フローラ野多目１階 (医       1) 平25. 1. 1
     非常勤:    3
     (医       3)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1652121,352,9 かしはら皮膚科クリニ〒811-1353 092-564-1212永井　浩 永井　浩 平19. 4. 1皮   診療所
     ック 福岡県福岡市南区柏原４丁目１０常　勤:    1 新規 現存
     －２６ (医       1) 平25. 4. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1653121,353,7 医療法人くがクリニッ〒815-0041 092-541-2335医療法人くがクリニッ久賀　養一郎 平19. 4. 1整外 外   リウ診療所
     ク 福岡県福岡市南区野間１丁目９－常　勤:    1ク　理事長　久賀　養 組織変更 リハ 現存
     ８ (医       1)一郎 平25. 4. 1
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 1654121,354,5 医療法人　ごうだ神経〒815-0032 092-554-2020医療法人　ごうだ神経合田　周一郎 平19. 5. 1内   神内 リハ診療所
     内科医院 福岡県福岡市南区塩原３－２４－常　勤:    1内科医院　理事長　合 組織変更 現存
     ２６ビラージュ大長２Ｆ (医       1)田　周一郎 平25. 5. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1655121,355,2 医療法人　大山小児科〒815-0033 092-541-4554医療法人　大山小児科橋本　信男 平19. 5. 1小   診療所
     医院 福岡県福岡市南区大橋４丁目２４常　勤:    2医院　理事長　橋本　 組織変更 現存
     番４０号 (医       2)信男 平25. 5. 1
     非常勤:    1
     (医       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1656121,356,0 医療法人　うえのやま〒811-1352 092-565-2481医療法人　うえのやま上野山　和秀 平19. 5. 1整外 リウ 診療所
     整形外科リウマチ科 福岡県福岡市南区鶴田４丁目８番常　勤:    1整形外科リウマチ科　 組織変更 現存
     ５号 (医       1)理事長　上野山　和秀 平25. 5. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1657121,357,8 医療法人ラ・グランメ〒815-0033 092-551-0719医療法人ラ・グランメ首藤　孝夫 平19. 6. 1整外 内   リウ診療所
     ール　すどうクリニッ福岡県福岡市南区大橋１丁目４番常　勤:    1ール　すどうクリニッ 組織変更 リハ 現存
     ク １０号　２Ｆ (医       1)ク　理事長　首藤　孝 平25. 6. 1
     夫
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1658121,359,4 山茶花在宅クリニック〒815-0081 092-524-2224宮崎　信裕 宮崎　信裕 平19.10. 1内   診療所
     福岡県福岡市南区那の川二丁目３常　勤:    3 新規 現存
     －３０アバンセ平尾１０１号 (医       3) 平25.10. 1
     非常勤:    1
     (医       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1659121,361,0 椎名マタニティクリニ〒811-1345 092-403-1188椎名　達也 椎名　達也 平20. 2. 1一般 診療所
     ック 福岡県福岡市南区向新町１丁目６常　勤:    1 新規     一般    19現存
     番２２号 (医       1) 平26. 2. 1産   婦   
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1660121,362,8 みはら整形外科 〒811-1362 092-554-7200三原　隆 三原　隆 平20. 4. 1整外 リウ 診療所
     福岡県福岡市南区長住４丁目１－常　勤:    1 新規 現存
     ４ (医       1) 平26. 4. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1661121,363,6 楠原皮膚科医院 〒811-1302 092-581-0953楠原　正洋 楠原　正洋 平20. 4. 1皮   アレ 診療所
     福岡県福岡市南区井尻３丁目１０常　勤:    1 交代 現存
     －８ (医       1) 平26. 4. 1
     非常勤:    1
     (医       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1662121,364,4 原村メンタルクリニッ〒815-0033 092-554-6700原村　耕治 原村　耕治 平20. 6. 1精   神内 心内診療所
     ク 福岡県福岡市南区大橋１－２１－常　勤:    1 新規 現存
     ３－１０１ (医       1) 平26. 6. 1
     非常勤:    1
     (医       1)
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 1663121,365,1 こばやし眼科 〒811-1352 092-400-5884小林　武史 小林　武史 平20. 6. 1眼   診療所
     福岡県福岡市南区鶴田３丁目１０常　勤:    1 新規 現存
     番４０号 (医       1) 平26. 6. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1664121,368,5 よしなり内科クリニッ〒815-0082 092-525-3111医療法人　吉成会　理吉成　元孝 平21. 1. 1内   診療所
     ク 福岡県福岡市南区大楠２丁目３番常　勤:    1事長　吉成　元孝 組織変更 現存
     １０号コトブキビル３Ｆ (医       1) 平27. 1. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1665121,369,3 医療法人イースタンク〒815-0072 092-557-3600医療法人イースタンク中村　輝久 平21. 4. 1内   リハ 胃  診療所
     リニック　野間医院 福岡県福岡市南区多賀２－４－６常　勤:    2リニック　理事長　松 新規 現存
     (医       2)岡　秀夫 平27. 4. 1
     非常勤:    3
     (医       3)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1666121,371,9 井尻メンタルクリニッ〒811-1302 092-588-2900医療法人同仁会　理事鍋島　一志 平21. 5. 1心内 精   内  診療所
     ク 福岡県福岡市南区井尻三丁目２５常　勤:    1長　見元　伊津子 新規 現存
     番３１号ＹＭビルⅡ２０４号室 (医       1) 平27. 5. 1
     非常勤:    5
     (医       5)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1667121,372,7 医療法人　弘青会　と〒815-0063 092-553-7890医療法人　弘青会　理富沢　昌弘 平21.11. 1内   消   循  診療所
     みざわクリニック大池福岡県福岡市南区柳河内１丁目２常　勤:    1事長　富沢　昌弘 組織変更 小   現存
     番１２号第一浮羽ビル１０２号 (医       1) 平27.11. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1668121,373,5 高宮通り心療クリニッ〒815-0083 092-791-8763榮　俊雅 榮　俊雅 平21.12. 1心内 精   神内診療所
     ク 福岡県福岡市南区高宮３丁目１５常　勤:    1 新規 現存
     －４ (医       1) 平27.12. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1669121,375,0 ひらしま皮膚科クリニ〒815-0083 092-791-5000平島　徳幸 平島　徳幸 平22. 4. 1皮   診療所
     ック 福岡県福岡市南区高宮３丁目１０常　勤:    1 新規 現存
     －６コスモメゾンアキヤマ１階 (医       1) 平28. 4. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1670121,380,0 おおはらクリニック 〒815-0033 092-552-4633医療法人　樫仁会　理大原　元太 平23. 1. 1循   内   麻  診療所
     福岡県福岡市南区大橋４－２１－常　勤:    1事長　大原　元太 組織変更 現存
     ３ (医       1) 平29. 1. 1
     非常勤:    1
     (医       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1671121,383,4 原内科・放射線科医院〒811-1346 092-567-7211医療法人　原内科・放原　博文 平23. 4. 1内   放   診療所
     福岡県福岡市南区老司四丁目２番常　勤:    1射線科医院　理事長　 組織変更 現存
     ８号 (医       1)原　博文 平29. 4. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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 1672121,385,9 山下整形外科医院 〒815-0037 092-511-5046山下　太郎 山下　太郎 平23. 5. 1整外 診療所
     福岡県福岡市南区玉川町１８番７常　勤:    2 交代 現存
     号 (医       2) 平29. 5. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1673121,386,7 医療法人光竹会　大橋〒815-0033 092-511-5219医療法人　光竹会　理泉　浩太郎 平23. 6. 1脳外 神内 リハ診療所
     ごう脳神経外科・神経福岡県福岡市南区大橋１丁目９－常　勤:    1事長　呉　義憲 新規 現存
     内科クリニック １６ (医       1) 平29. 6. 1
     非常勤:    5
     (医       5)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1674121,387,5 ひめの胃腸内科クリニ〒815-0033 092-559-5211姫野　祐一郎 姫野　祐一郎 平23. 9. 1内   胃   消  診療所
     ック 福岡県福岡市南区大橋４丁目２７常　勤:    1 新規 現存
     番４号 (医       1) 平29. 9. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1675121,391,7 医療法人鳳鳴会　吉田〒815-0075 092-559-8234医療法人鳳鳴会　理事吉田　匤人 平24. 2. 1内   消   精  診療所
     醫院 福岡県福岡市南区長丘３丁目２０常　勤:    2長　吉田　匡人 新規 心内 現存
     －１８ (医       2) 平30. 2. 1
     非常勤:    2
     (医       2)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1676121,392,5 あおみ小児科医院 〒815-0035 092-555-5016青見　裕子 青見　裕子 平24. 4. 1小   アレ 診療所
     福岡県福岡市南区向野１丁目１９常　勤:    1 新規 現存
     番２７号サンシャイン野間１Ｆ (医       1) 平30. 4. 1
     非常勤:    1
     (医       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1677121,394,1 きもつき呼吸器内科ク〒811-1347 092-552-8778医療法人有仁会　理事肝付　兼仁 平24. 5. 1内   呼   アレ診療所
     リニック 福岡県福岡市南区野多目一丁目２常　勤:    1長　肝付　兼仁 組織変更 現存
     番２４号 (医       1) 平30. 5. 1
     非常勤:    2
     (医       2)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1678121,395,8 ミディ漢方医院福岡 〒815-0042 092-555-8012石束　麻里子 石束　麻里子 平24. 7. 1内   診療所
     福岡県福岡市南区若久１－３０－常　勤:    1 新規 現存
     ２ルミエールうちやま２０２号 (医       1) 平24. 7. 1
     非常勤:    2
     (医       2)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1679121,396,6 寺塚クリニック 〒815-0074 092-559-7211一般社団法人ほほえみ井上　展聡 平24.10. 1内   神内 整外診療所
     福岡県福岡市南区寺塚二丁目２０常　勤:    1会　代表理事　井上　 新規 現存
     番１号 (医       1)展聡 平24.10. 1
     非常勤:    1
     (医       1)
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 1680121,397,4 なかむら内科・外科ク〒815-0075 092-555-7272中村　嘉一郎 中村　嘉一郎 平24.11. 1内   外   消  診療所
     リニック 福岡県福岡市南区長丘３丁目９番常　勤:    1 新規 呼   リハ 現存
     ６号 (医       1) 平24.11. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1681121,398,2 姫野治子内科クリニッ〒815-0033 092-554-7171医療法人姫野治子内科姫野　治子 平25. 1. 1内   診療所
     ク 福岡県福岡市南区大橋１丁目１８常　勤:    1クリニック　理事長　 組織変更 現存
     －１ (医       1)姫野　治子 平25. 1. 1
     非常勤:    1
     (医       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1682121,399,0 むらおかホームクリニ〒811-1311 092-985-1980村岡　泰典 村岡　泰典 平25. 3. 1内   婦   診療所
     ック 福岡県福岡市南区横手２－３２－常　勤:    1 新規 現存
     ５ (医       1) 平25. 3. 1
     非常勤:    1
     (医       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1683121,402,2 医療法人青見内科胃腸〒815-0082 092-531-1889医療法人青見内科胃腸青見　仁 平25.11. 1内   胃   診療所
     内科クリニック 福岡県福岡市南区大楠３丁目１７常　勤:    1内科クリニック　理事 新規 現存
     番２１号 (医       1)長　青見　仁 平25.11. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1684121,404,8 望月眼科 〒811-1346 092-564-1001医療法人望月眼科　理望月　泰敬 平26. 3. 1眼   診療所
     福岡県福岡市南区老司４丁目１番常　勤:    1事長　望月　泰敬 組織変更 現存
     ４５号 (医       1) 平26. 3. 1
     非常勤:   10
     (医      10)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1685121,406,3 みやにし整形外科リウ〒811-1355 092-564-1123医療法人秋麗会　理事宮西　圭太 平26. 4. 1整外 リウ リハ診療所
     マチ科 福岡県福岡市南区桧原三丁目１３常　勤:    1長　宮西　圭太 組織変更 現存
     番１７号 (医       1) 平26. 4. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1686121,407,1 安藤レディスクリニッ〒811-1311 092-501-1522安藤　文隆 安藤　文隆 平26. 4. 1産婦 診療所
     ク 福岡県福岡市南区横手２丁目３番常　勤:    2 交代 現存
     １号 (医       2) 平26. 4. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1687121,409,7 医療法人ふみもり皮ふ〒815-0082 092-791-5512医療法人ふみもり皮ふ文森　健明 平26. 5. 1皮   診療所
     科 福岡県福岡市南区大楠２丁目３番常　勤:    1科　理事長　文森　健 組織変更 現存
     １０号　寿ビル２階 (医       1)明 平26. 5. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1688121,410,5 医療法人　やなせ内科〒815-0083 092-554-5180医療法人やなせ内科医宮原　茂 平26. 5. 1内   ひ   診療所
     医院 福岡県福岡市南区高宮５丁目１８常　勤:    1院　理事長　八塚　宏 組織変更 現存
     番４号 (医       1)太 平26. 5. 1
     非常勤:    1
     (医       1)
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 1689121,411,3 くすの木クリニック 〒815-0033 092-562-7234井筒　拳策 井筒　拳策 平26. 6. 1内   リウ 診療所
     福岡県福岡市南区大橋１丁目７－常　勤:    1 交代 現存
     １２森藤第一ビル２階２０１ (医       1) 平26. 6. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1690121,412,1 しばた内科クリニック〒811-1356 092-551-3148柴田　惠介 柴田　惠介 平26. 9. 1内   リウ 診療所
     福岡県福岡市南区花畑１－４５－常　勤:    1 交代 現存
     ３４－２階 (医       1) 平26. 9. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1691121,413,9 吉兼内科クリニック 〒815-0032 092-554-3500吉兼　誠 吉兼　誠 平26.10. 1内   消   診療所
     福岡県福岡市南区塩原１丁目４－常　勤:    1 新規 現存
     ２１ (医       1) 平26.10. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1692121,414,7 林クリニック 〒815-0034 092-551-8849林　洋 林　洋 平26.11. 1内   消   外  診療所
     福岡県福岡市南区南大橋２丁目８常　勤:    1 新規 現存
     －１ (医       1) 平26.11. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1693121,415,4 医療法人　石井リハビ〒811-1344 092-562-0077医療法人　石井リハビ石井　昭洋 平27. 1. 1精   内   リハ診療所
     リクリニック 福岡県福岡市南区三宅１丁目２５常　勤:    1リクリニック　理事長 組織変更 現存
     番１３号 (医       1)　石井　昭洋 平27. 1. 1
     非常勤:    3
     (医       3)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1694121,418,8 如月福岡クリニック 〒815-0082 092-535-2500医療法人　兎月会　理中島　弘 平27. 4. 1内   診療所
     福岡県福岡市南区大楠１丁目３２常　勤:    3事長　武岡　有旭 新規 現存
     番１４号きさらぎビル４階 (医       3) 平27. 4. 1
     非常勤:    3
     (医       3)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1695121,419,6 医療法人　心療クリニ〒815-0033 092-553-9961医療法人　心療クリニ髙尾　岳久 平27. 5. 1心内 精   診療所
     ック岳 福岡県福岡市南区大橋一丁目９番常　勤:    1ック岳　理事長　髙尾 新規 現存
     １６号　ＬＥＮＴＥ　ＦＵＫＵＯ(医       1)　岳久 平27. 5. 1
     ＫＡ　６Ｆ 非常勤:    1
     (医       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1696121,420,4 白浜病院 〒811-1313 092-591-8171医療法人　重喜会　理白濱　重國 平27. 5. 1一般        40病院
     福岡県福岡市南区曰佐四丁目３９常　勤:    3事長　白濱　重國 組織変更 療養        40現存
     番２０号 (医       3) 平27. 5. 1内   呼内 胃  
     非常勤:   19 循   リハ 
     (医      19)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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 1697121,421,2 つちや内科循環器内科〒815-0033 092-557-1121土屋　芳弘 土屋　芳弘 平27. 6. 1内   循   呼内診療所
     クリニック 福岡県福岡市南区大橋２丁目２－常　勤:    1 新規 現存
     １７大橋駅南クリニックビル２階(医       1) 平27. 6. 1
     非常勤:    1
     (医       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1698121,424,6 ひろ乳腺クリニック 〒815-0033 092-561-8255山口　博志 山口　博志 平27.10. 1外   診療所
     福岡県福岡市南区大橋１丁目９－常　勤:    1 新規 現存
     １６　ＬＥＮＴＥ　ＦＵＫＵＯＫ(医       1) 平27.10. 1
     Ａ　６Ｆ
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1699121,425,3 福岡信和病院 〒811-1365 092-557-1877医療法人　信和会　理富安　孝成 平27.10. 1一般 病院
     福岡県福岡市南区皿山二丁目１番常　勤:    2事長　富安　孝成 新規     一般    45現存
     ５３号 (医       2) 平27.10. 1内   胃   循  
     非常勤:   33 消   リハ 放  
     (医      33)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1700121,426,1 古賀医院 〒811-1324 092-585-7711医療法人敬愛会　理事古賀　伸一郎 平27.12. 1内   外   整外診療所
     福岡県福岡市南区警弥郷一丁目４常　勤:    1長　古賀　伸一郎 組織変更 消   リハ 現存
     番１５号 (医       1) 平27.12. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1701121,427,9 うえはら整形リハビリ〒811-1361 092-555-3033医療法人チームＵ　理上原　徹 平28. 1. 1整外 リハ 診療所
     クリニック 福岡県福岡市南区西長住２丁目２常　勤:    1事長　上原　徹 組織変更 現存
     ９－３２ (医       1) 平28. 1. 1
     非常勤:    1
     (医       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1702121,428,7 渋谷レディーズクリニ〒815-0082 092-521-6674医療法人　渋谷レディ渋谷　孝博 平28. 2. 1一般        13診療所
     ック 福岡県福岡市南区大楠三丁目１８常　勤:    1ーズクリニック　理事 組織変更 産   婦   麻  現存
     番１８号 (医       1)長　渋谷　孝博 平28. 2. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1703121,429,5 のだ皮膚科・アレルギ〒811-1347 092-561-4112医療法人啓唯会　理事野田　啓史 平28. 5. 1皮   アレ 診療所
     ー科クリニック 福岡県福岡市南区野多目一丁目２常　勤:    1長　野田　啓史 組織変更 現存
     番２５号 (医       1) 平28. 5. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1704121,430,3 やまもとこどもの診療〒815-0031 092-553-7700山本　剛 山本　剛 平28. 9. 1小   診療所
     所 福岡市南区清水３丁目８－７ 常　勤:    1 新規 現存
     (医       1) 平28. 9. 1
     非常勤:    2
     (医       2)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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 1705121,431,1 平尾　ごう脳神経外科〒815-0082 092-534-5219医療法人光竹会　理事前田　仁史 平28.10. 1脳外 診療所
     クリニック 福岡市南区大楠２丁目８番２９号常　勤:    1長　呉　義憲 新規 現存
     (医       1) 平28.10. 1
     非常勤:    3
     (医       3)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1706121,432,9 さわやま内科・総合診〒815-0082 092-534-6590澤山　泰典 澤山　泰典 平28.10. 1内   診療所
     療クリニック 福岡市南区大楠２丁目８番２９号常　勤:    1 新規 脂質代謝内科　現存
     (医       1) 平28.10. 1糖尿病内科　感
     非常勤:    5 染症内科
     (医       5)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1707121,433,7 しらつち耳鼻咽喉科 〒811-1344 092-554-8717白土　秀樹 白土　秀樹 平28.11. 1耳い アレ 診療所
     福岡市南区三宅三丁目１６－２６常　勤:    1 新規 小児耳鼻咽喉科現存
     (医       1) 平28.11. 1　頭頸部外科
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1708121,436,0 医療法人　松田脳神経〒815-0074 092-511-0500医療法人松田脳神経外松田　年浩 平29. 4. 1脳外 皮   リハ診療所
     外科クリニック 福岡市南区寺塚一丁目１７番１０常　勤:    2科クリニック　理事長 組織変更 現存
     号 (医       2)　松田　年浩 平29. 4. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1709121,437,8 四つ葉在宅クリニック〒815-0075 092-710-1300医療法人四つ葉　理事胡　暁華 平29. 4. 1内   診療所
     福岡市南区長丘二丁目１２－２４常　勤:    1長　胡　暁華 組織変更 現存
     (医       1) 平29. 4. 1
     非常勤:    1
     (医       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1710121,438,6 福岡脳神経外科病院 〒811-1313 092-558-0081医療法人光川会福岡脳風川　清 平29. 4.11一般        60病院
     福岡市南区曰佐５丁目３－１５ 常　勤:    8神経外科病院　理事長 移動 脳外 神内 リハ現存
     (医       8)　風川　清 平29. 4.11麻   
     非常勤:    5
     (医       5)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1711121,439,4 竹山ファミリークリニ〒815-0001 092-558-2152医療法人ＴＦＣ　理事竹山　泰雄 平29. 5. 1内   胃   呼内診療所
     ック 福岡市南区五十川二丁目２６番５常　勤:    1長　竹山　泰雄 組織変更 他   現存
     号 (医       1) 平29. 5. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1712121,440,2 みみ・はな・のど　せ〒815-0042 092-554-3328医療法人みみ・はな・清原　英之 平29. 9. 1耳い 他   診療所
     がわクリニック　若久福岡市南区若久１丁目１－５ 常　勤:    1のどせがわクリニック 新規 現存
     通り (医       1)　理事長　瀬川　祐一 平29. 9. 1
     非常勤:    1
     (医       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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 1713121,441,0 植月メンタルクリニッ〒815-0083 092-534-5355守田　義平 守田　義平 平29. 9. 1精   診療所
     ク 福岡市南区高宮３丁目１０番１号常　勤:    1 新規 現存
     (医       1) 平29. 9. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1714121,442,8 なのはなクリニック 〒811-1302 中間　翼 中間　翼 平29.11. 1内   診療所
     福岡市南区井尻１丁目３３番２２常　勤:    1 新規 現存
     号－１０２号 (医       1) 平29.11. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1715121,443,6 池田眼科医院 〒815-0033 092-408-2870医療法人社団和翔会　池田　和敏 平29.11. 1眼   診療所
     福岡市南区大橋１丁目９－１６Ｌ常　勤:    1理事長　池田　和敏 組織変更 現存
     ｅｎｔｅ　ＦＵＫＵＯＫＡ　３階(医       1) 平29.11. 1
     非常勤:    4
     (医       4)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1716121,444,4 いでこどもアレルギー〒811-1311 092-589-3000井手　康二 井手　康二 平29.12. 1小   アレ 診療所
     クリニック 福岡市南区横手３丁目３２番１９常　勤:    1 新規 現存
     号 (医       1) 平29.12. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1717121,445,1 長浜クリニック 〒815-0035 092-408-7222長浜　孝 長浜　孝 平30. 5. 1胃   内   他  診療所
     福岡市南区向野２－５－７メディ常　勤:    1 新規 現存
     カルパーク２Ｆ (医       1) 平30. 5. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1718121,911,2 福岡市南保健所 〒815-0032 092-559-5114福岡市　福岡市長　髙衣笠　有紀 昭53. 7. 1内   診療所
     福岡県福岡市南区塩原３丁目２５常　勤:    4島　宗一郎 現存
     －３ (医       4) 平29. 7. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1719121,912,0 千鳥橋病院附属大楠診〒815-0082 092-531-9407公益社団法人福岡医療小西　恭司 昭53. 4. 1内   胃   循  診療所
     療所 福岡県福岡市南区大楠１丁目１７常　勤:    2団　代表理事　舟越　 現存
     －７ (医       2)光彦 平29. 4. 1
     非常勤:    2
     (医       2)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1720121,913,8 社会医療法人　喜悦会〒811-1345 092-565-3531社会医療法人喜悦会　下川　敏弘 昭54.11. 1一般 病院
     　那珂川病院 福岡県福岡市南区向新町２丁目１常　勤:   20理事長　下川　敏弘     一般   116現存
     ７－１７ (医      20) 平24.11. 1療養
     非常勤:   20     療養    46
     (医      20) 外   内   脳外
     消   眼   整外
     循   こう 放  
     リハ ひ   透析
     麻   他   
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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 1721121,915,3 福岡市立あゆみ学園 〒811-1351 092-566-5666福岡市　福岡市長　髙相部　美由紀 昭54. 9. 1小   リハ 診療所
     福岡県福岡市南区屋形原２丁目２常　勤:    1島　宗一郎 現存
     ３－２ (医       1) 平24. 9. 1
     非常勤:    5
     (医       5)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1722121,917,9 福岡整形外科病院 〒815-0063 092-512-1581医療法人　同信会　理吉本　隆昌 昭52. 6. 1一般       175病院
     福岡県福岡市南区柳河内２丁目１常　勤:   15事長　王寺　享弘 整外 リウ リハ現存
     ０－５０ (医      14) 平28. 6. 1麻   
     (薬       1)
     非常勤:   19
     (医      19)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1723121,918,7 福岡赤十字病院 〒815-0082 092-521-1211日本赤十字社　社長　寺坂　禮治 昭53. 7. 1一般       509地域支援
     (123,918,1) 福岡県福岡市南区大楠３丁目１－常　勤:  178近衞　忠煇 一般（感染） 総合病院
     １ (医     175) 平29. 7. 1             2現存
     (歯       2) 内   呼内 循  
     (薬       1) 消   外   呼外
     非常勤:   24 心外 整外 脳外
     (医      24) 形外 精   小  
     皮   ひ   産婦
     眼   耳い リハ
     放   麻   救命
     歯   歯外 病理
     リウ 脳内 神内
     他   
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1724121,920,3 公立学校共済組合　九〒815-0032 092-541-4936公立学校共済組合　理前原　喜彦 昭53. 6. 1一般       330地域支援
     (123,920,7) 州中央病院 福岡県福岡市南区塩原３丁目２３常　勤:   77事長　金森　越哉 内   循   精  総合病院
     －１ (医      71) 平29. 6. 1リウ 外   整外現存
     (歯       5) 形外 脳外 皮  
     (薬       1) ひ   婦   眼  
     非常勤:   32 耳い リハ 放  
     (医      31) 麻   歯外 病理
     (歯       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1725121,921,1 若久病院 〒815-0042 092-551-2231医療法人　慈光会　若野見山　晃 昭53.11. 1精神       370病院
     福岡県福岡市南区若久５丁目３－常　勤:   12久病院　理事長　有高 精   現存
     １ (医      12)　謙一 平29.11. 1
     非常勤:   14
     (医      14)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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 1726121,922,9 医療法人恵光会　原病〒815-0042 092-551-2431医療法人恵光会　理事久原　伊知郎 昭53.11. 1一般 病院
     (123,825,8) 院 福岡県福岡市南区若久２丁目６－常　勤:   16長　久原　伊知郎     一般    89現存
     １ (医      14) 平29.11. 1療養
     (歯       2)     療養   131
     非常勤:   29 内   消   循  
     (医      29) 呼   心内 リハ
     歯   小歯 歯外
     整外 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1727121,923,7 福岡保養院 〒815-0004 092-431-3031医療法人　緑心会　理大村　重成 昭54.12. 1精神       334病院
     福岡県福岡市南区高木１丁目１７常　勤:    8事長　大村　重成 精   心内 内  現存
     －５ (医       8) 平27.12. 1
     非常勤:   18
     (医      18)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1728121,925,2 医療法人　社団照和会〒811-1346 092-565-5651医療法人社団照和会　西岡　雄二 昭61. 2. 1療養 病院
     　西岡病院 福岡県福岡市南区老司２丁目３－常　勤:    8理事長　西岡　雄二     療養    30現存
     ３４ (医       5) 平28. 2. 1精神       120
     (薬       3) 内   精   神  
     非常勤:    7 胃   
     (医       6)
     (薬       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1729121,927,8 医療法人社団　村山循〒815-0041 092-541-0126医療法人社団　村山循村山　榮一 昭62.10. 1一般        19診療所
     環器科内科医院 福岡県福岡市南区野間３丁目３－常　勤:    1環器科内科医院　理事 循   内   現存
     ６ (医       1)長　村山　榮一 平29.10. 1
     非常勤:    7
     (医       7)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1730121,929,4 たけや内科胃腸科医院〒815-0033 092-512-2731医療法人社団　たけや武谷　慎司 昭63. 2. 1内   胃   呼  診療所
     福岡県福岡市南区大橋１丁目２１常　勤:    2内科胃腸科医院　理事 アレ 心内 現存
     －１０ (医       2)長　武谷　慎司 平30. 2. 1
     非常勤:    3
     (医       3)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1731121,933,6 医療法人　四つ葉会　〒811-1352 092-566-7272医療法人四つ葉会　理小山　直己 平元. 2. 1内   呼   アレ診療所
     おやま内科クリニック福岡県福岡市南区鶴田２丁目２２常　勤:    1事長　小山　直己 消   心内 現存
     －１２ (医       1) 平28. 2. 1
     非常勤:    1
     (医       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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 1732121,934,4 医療法人社団　相和会〒811-1346 092-565-5331医療法人社団　相和会中村　桂 平元. 6. 1療養        45病院
     　中村病院 福岡県福岡市南区老司３丁目３３常　勤:    6　中村病院　理事長　 精神       185現存
     －１ (医       6)中村　桂 平28. 6. 1精   内   
     非常勤:   11
     (医      11)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1733121,935,1 医療法人　上田内科医〒811-1346 092-565-2566医療法人　上田内科医上田　裕之 平元. 6. 1内   呼   消  診療所
     院 福岡県福岡市南区老司２丁目２３常　勤:    1院　理事長　上田　裕 現存
     －８２ (医       1)之 平28. 6. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1734121,936,9 医療法人　竹内皮膚泌〒815-0033 092-551-0966医療法人　竹内皮膚泌竹内　俊夫 平元. 9. 1皮   ひ   診療所
     尿器科医院 福岡県福岡市南区大橋１丁目１５常　勤:    1尿器科医院　理事長　 現存
     －５ (医       1)竹内　俊夫 平28. 9. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1735121,937,7 医療法人　野間眼科診〒815-0041 092-561-8117医療法人　野間眼科診村川　弘 平元.10. 1眼   診療所
     療所 福岡県福岡市南区野間１丁目１６常　勤:    1療所　理事長　村川　 現存
     －６ (医       1)弘 平28.12. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1736121,938,5 医療法人　たかやま内〒815-0041 092-551-5403医療法人　たかやま内雨宮　直子 平 2. 1. 1内   胃   心内診療所
     科医院 福岡県福岡市南区野間１丁目９－常　勤:    2科医院　理事長　雨宮 現存
     ２０ (医       2)　直子 平29. 1. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1737121,940,1 医療法人光生会　かな〒811-1364 092-551-3883医療法人光生会　かな金澤　尚満 平16. 8. 1一般 診療所
     ざわクリニック 福岡県福岡市南区中尾３丁目３７常　勤:    2ざわクリニック　理事 移動     一般    19療養病床
     番２０号 (医       2)長　金澤　尚満 平28. 8. 1内   消   外  現存
     整外 こう 放  
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1738121,941,9 医療法人　城島整形外〒815-0041 092-551-1120医療法人　城島整形外城島　保 平 2. 1. 1整外 リハ リウ診療所
     科医院 福岡県福岡市南区野間２丁目１－常　勤:    2科医院　理事長　城島 現存
     ６ (医       2)　保 平29. 1. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1739121,942,7 医療法人　上瀧内科医〒811-1321 092-581-2202医療法人　上瀧内科医上瀧　康利 平 2. 1. 1内   循   診療所
     院 福岡県福岡市南区柳瀬１－１９－常　勤:    1院　理事長　上瀧　康 現存
     １８ (医       1)利 平29. 1. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1740121,944,3 夫婦石病院 〒811-1355 092-566-7061医療法人社団　誠仁会飯田　武史 平 2. 8. 1一般 病院
     福岡県福岡市南区大字桧原８５３常　勤:    6　理事長　飯田　武史     一般   143現存
     －９ (医       6) 平29. 8. 1療養
     非常勤:   20     療養    32
     (医      20) 内   整外 リハ
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1741121,945,0 医療法人　浦門整形外〒815-0033 092-561-6451医療法人　浦門整形外浦門　宏史 平 2. 9. 1整外 リハ 診療所
     科医院 福岡県福岡市南区大橋１丁目１７常　勤:    2科医院　理事長　浦門 現存
     －１３ (医       2)　宏史 平29. 9. 1



 医 療 機 関 番 号  医 療 機 関 名 称 医療機関所在地 開設者氏名 備  考管理者氏名項 番
指定年月日
登録理由
指定期間始

病床数
／

診療科名

電話番号
／

勤務医数

                 コード内容別医療機関一覧表

［平成30年 6月 1日現在　医科　　　現存／休止］ 平成30年 6月 1日作成   199 頁

 1742121,946,8 医療法人　小田辺内科〒811-1346 092-565-8311医療法人　小田辺内科小田 　修一 平 2. 9. 1一般         9診療所
     医院 福岡県福岡市南区老司２丁目２０常　勤:    1医院　理事長　小田 内   胃   現存
     －３１ (医       1)　修一 平29. 9. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1743121,949,2 医療法人社団　西田内〒811-1302 092-581-2228医療法人社団　西田内西田　憲一 平 3. 4. 1一般        19診療所
     科消化器科医院 福岡県福岡市南区井尻２丁目２０常　勤:    1科消化器科医院　理事 内   消   循  現存
     －１１ (医       1)長　西田　憲一 平30. 4. 1
     非常勤:    1
     (医       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1744121,950,0 医療法人　田口外科ク〒811-1356 092-565-1026医療法人　田口外科ク田口　純一 平 5.10. 1外   整外 胃  診療所
     リニック 福岡県福岡市南区花畑３丁目３３常　勤:    2リニック　理事長　田 移動 呼   皮   リハ現存
     －１０ (医       2)口　純一 平29.10. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1745121,951,8 医療法人　森永外科医〒815-0075 092-512-6333医療法人　森永外科医森永　英彦 平 4.12. 1胃   外   皮  診療所
     院 福岡県福岡市南区長丘４丁目９－常　勤:    1院　理事長　森永　英 現存
     ５ (医       1)彦 平28.12. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1746121,952,6 医療法人　明幸会　長〒811-1362 092-551-3410医療法人　明幸会　長漢　幸太郎 平11.12. 1内   他   胃  診療所
     住医院 福岡県福岡市南区長住２丁目１５常　勤:    2住医院　理事長　漢　 移動 呼   現存
     番１５号 (医       2)幸太郎 平29.12. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1747121,953,4 医療法人社団　賢寿会〒811-1353 092-565-2836医療法人社団　賢寿会井上　寿郎 平12.11. 9小   診療所
     　井上小児科医院 福岡県福岡市南区柏原１丁目１番常　勤:    2　井上小児科医院　理 移動 現存
     ２１号 (医       2)事長　井上　寿郎 平24.11. 9
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1748121,954,2 医療法人　野口整形外〒815-0075 092-551-1578医療法人　野口整形外奥山　峻一郎 平 5. 8. 1一般 診療所
     科外科医院 福岡県福岡市南区長丘１丁目１－常　勤:    2科外科医院　理事長　 組織変更     一般    19現存
     １０ (医       2)野口　耕一 平29. 8. 1外   整外 リハ
     非常勤:    2
     (医       2)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1749121,955,9 医療法人　倉員皮膚科〒815-0033 092-553-3635医療法人　倉員皮膚科倉員　正俊 平 5. 9. 1皮   性   診療所
     医院 福岡県福岡市南区大橋１丁目８－常　勤:    1医院　理事長　倉員　 組織変更 現存
     １８ (医       1)正俊 平29. 9. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1750121,956,7 医療法人　永野医院 〒811-1353 092-565-4822医療法人　永野医院　永野　信吉 平 5.12. 1外   胃   呼  診療所
     福岡県福岡市南区柏原６丁目１９常　勤:    1理事長　永野　信吉 組織変更 整外 現存
     －２６ (医       1) 平29.12. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1751121,957,5 医療法人　かめい内科〒811-1362 092-541-2460医療法人かめい内科ク亀井　洋子 平12. 1. 1内   循   消  診療所
     クリニック 福岡県福岡市南区長住７丁目５番常　勤:    3リニック　理事長　亀 移動 現存
     ２３号 (医       3)井　洋子 平30. 1. 1
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 1752121,958,3 医療法人　しのだ眼科〒811-1362 092-542-0066医療法人　しのだ眼科篠田　久治 平 8. 8. 1眼   診療所
     医院 福岡県福岡市南区長住２丁目１８常　勤:    3医院　理事長　篠田　 組織変更 現存
     ー２ (医       3)久治 平29. 8. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1753121,959,1 医療法人　村上こども〒815-0073 092-511-1165医療法人　村上こども村上　龍夫 平 8.12. 1小   診療所
     クリニック 福岡県福岡市南区大池１丁目１５常　勤:    1クリニック　理事長　 組織変更 現存
     番２６号 (医       1)村上　龍夫 平29.12. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1754121,960,9 ひのき診療所 〒811-1355 092-566-6123医療法人　ひのき会　辻　ゆかり 平27. 2. 1内   リハ 診療所
     福岡県福岡市南区桧原七丁目２番常　勤:    3理事長　亀川　陽次郎 移動 現存
     ６号 (医       3) 平27. 2. 1
     非常勤:    4
     (医       4)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1755121,961,7 医療法人　長丘五丁目〒815-0075 092-541-0055医療法人　長丘五丁目松岡　正樹 平 9. 6. 1内   消   診療所
     クリニック 福岡県福岡市南区長丘５丁目２８常　勤:    1クリニック　理事長　 組織変更 現存
     番１０号 (医       1)松岡　正樹 平30. 6. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1756121,962,5 医療法人　大石整形外〒815-0082 092-521-2250医療法人　大石整形外大石　年秀 平 9. 6. 1一般        19診療所
     科眼科クリニック 福岡県福岡市南区大楠３丁目２５常　勤:    2科眼科クリニック　理 組織変更 整外 眼   リハ現存
     番１号 (医       2)事長　大石　年秀 平30. 6. 1リウ 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1757121,963,3 医療法人　こじま内科〒811-1302 092-581-0323医療法人　こじま内科児嶋　勝 平10. 1. 1内   消   循  診療所
     クリニック 福岡県福岡市南区井尻３丁目１２常　勤:    1クリニック　理事長　 組織変更 現存
     番３０号 (医       1)児嶋　勝 平28. 1. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1758121,964,1 南折立病院 〒811-1311 092-501-3000医療法人　正弘会　理高松　哲也 平10. 3. 1一般 病院
     福岡県福岡市南区横手１丁目１４常　勤:    5事長　高松　哲也 組織変更     一般    50現存
     番１号 (医       5) 平28. 3. 1内   リハ 外  
     非常勤:   47 皮   
     (医      47)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1759121,965,8 医療法人　三井島内科〒815-0033 092-562-8871医療法人　三井島内科三井島　千秋 平10. 4. 1内   診療所
     クリニック 福岡県福岡市南区大橋４丁目２５常　勤:    2クリニック　理事長　 組織変更 現存
     番３０号 (医       2)三井島　千秋 平28. 4. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1760121,966,6 医療法人　田中レディ〒815-0033 092-542-4165医療法人　田中レディ田中　誠司 平10. 4. 1産婦 診療所
     ースクリニック 福岡県福岡市南区大橋１丁目２３常　勤:    2ースクリニック　理事 組織変更 現存
     番６号 (医       2)長　田中　誠司 平28. 4. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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 1761121,967,4 医療法人　滄樹会　兵〒815-0032 092-541-5539医療法人　滄樹会　兵兵動　和郎 平12.10. 1精   神   診療所
     動クリニック 福岡県福岡市南区塩原３丁目３番常　勤:    2動クリニック　理事長 移動 現存
     ２５号 (医       2)　兵動　和郎 平24.10. 1
     非常勤:    1
     (医       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1762121,968,2 医療法人　藤見内科医〒815-0075 092-512-8383医療法人　藤見内科医藤見　和代 平10.12. 1内   診療所
     院 福岡県福岡市南区長丘１丁目１７常　勤:    1院　理事長　藤見　和 組織変更 現存
     番２２号 (医       1)代 平28.12. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1763121,970,8 医療法人　おおはし内〒815-0038 092-512-5225医療法人おおはし内科中島　光一 平27. 6.29内   循   消  診療所
     科循環器内科医院 福岡県福岡市南区大橋団地４番７常　勤:    2循環器科医院　理事長 移動 呼内 現存
     号 (医       2)　中島　光一 平27. 6.29
     非常勤:    4
     (医       4)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1764121,971,6 ものわすれメンタルク〒815-0082 092-534-5151医療法人財団友朋会　芹川　佳代子 平29. 2. 1精   診療所
     リニック 福岡市南区大楠２丁目１５番２８常　勤:    2理事長　中川　龍治 移動 現存
     号 (医       2) 平29. 2. 1
     非常勤:    2
     (医       2)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1765121,972,4 医療法人　大森整形外〒811-1323 092-593-0202医療法人　大森整形外大森　徹 平11. 4. 1整外 リハ 診療所
     科医院 福岡県福岡市南区弥永４丁目６番常　勤:    2科医院　理事長　大森 組織変更 現存
     １５号 (医       2)　俊一 平29. 4. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1766121,973,2 医療法人　楳木医院 〒811-1344 092-551-1375医療法人　楳木医院　楳木　康弘 平11. 4. 1麻   循   外  診療所
     福岡県福岡市南区三宅１丁目１３常　勤:    1理事長　楳木　康弘 組織変更 現存
     番１６号 (医       1) 平29. 4. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1767121,974,0 医療法人　中村博整形〒815-0041 092-554-1700医療法人　中村博整形中村　博 平11. 5. 1整外 リハ リウ診療所
     外科医院 福岡県福岡市南区野間４丁目１８常　勤:    1外科医院　理事長　中 組織変更 現存
     番２６号 (医       1)村　博 平29. 5. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1768121,976,5 医療法人野見山会　の〒811-1324 092-513-5811医療法人野見山会　の小山　和彦 平11.12. 1内   診療所
     みやま内科医院 福岡県福岡市南区警弥郷１丁目１常　勤:    2みやま内科医院　理事 組織変更 現存
     ７番１３号 (医       2)長　濱田　雄蔵 平29.12. 1
     非常勤:    3
     (医       3)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1769121,977,3 医療法人　竹本整形外〒811-1302 092-582-8858医療法人　竹本整形外竹本　均 平11.12.17整外 眼   リハ診療所
     科・眼科クリニック 福岡県福岡市南区井尻３丁目１３常　勤:    2科・眼科クリニック　 移動 リウ 現存
     番１４号 (医       2)理事長　竹本　均 平29.12.17
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 1770121,978,1 医療法人府川医院 〒811-1302 092-584-3210医療法人府川医院　理府川　光之 平12. 4. 1一般         6診療所
     福岡県福岡市南区井尻３丁目１４常　勤:    2事長　府川　光之 組織変更 外   内   消  現存
     番２５号 (医       2) 平30. 4. 1こう 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1771121,979,9 医療法人　弘青会　と〒811-1364 092-511-6696医療法人　弘青会　理富沢　青子 平12. 4. 1内   小   消  診療所
     みざわクリニック中尾福岡県福岡市南区中尾３丁目４番常　勤:    1事長　富沢　昌弘 組織変更 循   現存
     ６号 (医       1) 平30. 4. 1
     非常勤:    4
     (医       4)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1772121,980,7 医療法人　松尾内科医〒815-0041 092-512-8777医療法人　松尾内科医松尾　信一 平12. 4. 1内   呼   消  診療所
     院 福岡県福岡市南区野間２丁目３番常　勤:    1院　理事長　松尾　信 組織変更 アレ 現存
     １６号 (医       1)一 平30. 4. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1773121,981,5 医療法人　野上耳鼻咽〒811-1362 092-511-6350医療法人　野上耳鼻咽野上　兼一郎 平12. 6. 1耳い 気食 アレ診療所
     喉科医院 福岡県福岡市南区長住５丁目１１常　勤:    1喉科医院　理事長　野 組織変更 現存
     番２５号 (医       1)上　兼一郎 平30. 6. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1774121,982,3 医療法人　本庄眼科医〒811-1364 092-541-6763医療法人　本庄眼科医本庄　正澄 平12.12. 1眼   診療所
     院 福岡県福岡市南区中尾３丁目３５常　勤:    1院　理事長　本庄　正 組織変更 現存
     番１１号 (医       1)澄 平24.12. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1775121,984,9 医療法人真祥会　吉永〒811-1302 092-587-1515医療法人　真祥会　理吉永　真也 平20. 8.18脳外 リハ 診療所
     脳神経外科クリニック福岡県福岡市南区井尻２丁目２２常　勤:    1事長　吉永　真也 移動 現存
     番５号 (医       1) 平26. 8.18
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1776121,985,6 医療法人　植田クリニ〒815-0033 092-552-0625医療法人　植田クリニ植田　直之 平13. 1. 1内   呼   消  診療所
     ック 福岡県福岡市南区大橋１丁目１４常　勤:    2ック　理事長　植田　 組織変更 外   現存
     番５号 (医       2)英彦 平25. 1. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1777121,987,2 医療法人　漱流会　佐〒811-1362 092-553-7175医療法人　漱流会　理佐藤　大治 平27.10. 1内   消   循  診療所
     藤クリニック 福岡県福岡市南区長住１丁目９番常　勤:    1事長　佐藤　大治 移動 アレ 現存
     １５号 (医       1) 平27.10. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1778121,988,0 医療法人　井上内科小〒815-0032 092-541-6194医療法人　井上内科小井上　博 平13.12. 1内   小   診療所
     児科医院 福岡県福岡市南区塩原３丁目１６常　勤:    2児科医院　理事長　井 組織変更 現存
     －２９ (医       2)上　博 平25.12. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1779121,989,8 医療法人　うらた整形〒815-0042 092-557-4141医療法人　うらた整形浦田　正彦 平14. 1. 1整外 リウ リハ診療所
     外科クリニック 福岡県福岡市南区若久６丁目８番常　勤:    1外科クリニック　理事 組織変更 現存
     １号 (医       1)長　浦田　正彦 平26. 1. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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 1780121,991,4 医療法人　やない小児〒811-1362 092-551-6333医療法人　やない小児梁井　信司 平14. 2. 1小   診療所
     科クリニック 福岡県福岡市南区長住７丁目４番常　勤:    1科クリニック　理事長 組織変更 現存
     ２１号 (医       1)　梁井　信司 平26. 2. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1781121,992,2 医療法人あそうクリニ〒811-1323 092-502-3523医療法人あそうクリニ麻生　公 平14. 5. 1内   胃   循  診療所
     ック 福岡県福岡市南区弥永四丁目２番常　勤:    1ック　理事長　麻生　 組織変更 こう 現存
     ３号 (医       1)公 平26. 5. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1782121,993,0 医療法人加野小児科医〒811-1347 092-554-6755医療法人加野小児科医加野　草平 平14.12. 1小   アレ 診療所
     院 福岡県福岡市南区野多目１丁目１常　勤:    1院　理事長　加野　草 組織変更 現存
     １番６号 (医       1)平 平26.12. 1
     非常勤:    1
     (医       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1783121,994,8 医療法人弘仁会　筑紫〒811-1312 092-571-4332医療法人弘仁会　理事藤野　法康 平15. 2. 1内   放   診療所
     診療所 福岡県福岡市南区横手南町３番２常　勤:    2長　藤野　良弘 組織変更 現存
     ６号 (医       2) 平27. 2. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1784121,995,5 医療法人ふくだ内科循〒811-1362 092-552-1122医療法人ふくだ内科循福田　佑介 平15. 3. 1一般 診療所
     環器・糖尿病内科 福岡県福岡市南区長住２丁目１番常　勤:    2環器・糖尿病内科　理 組織変更     一般    15現存
     １１号 (医       2)事長　福田　圭介 平27. 3. 1内   循   
     非常勤:   21
     (医      21)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1785121,996,3 医療法人くろかわみち〒815-0033 092-557-2555医療法人くろかわみち黒川　美知子 平15. 4. 1一般 診療所
     こ小児科クリニック 福岡県福岡市南区大橋１丁目４番常　勤:    1こ小児科クリニック　 組織変更     一般     2現存
     ２４号Ｓ・フォンティーヌ大橋２(医       1)理事長　黒川　美知子 平27. 4. 1小   
     階
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1786121,997,1 医療法人しみずクリニ〒815-0033 092-562-0075医療法人しみずクリニ清水　正賀 平15. 4. 1内   消   小  診療所
     ック 福岡県福岡市南区大橋４丁目９番常　勤:    1ック　理事長　清水　 組織変更 現存
     １６号 (医       1)正賀 平27. 4. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1787121,998,9 医療法人ひまわり　佐〒815-0033 092-554-4788医療法人ひまわり　佐佐藤　眞弓 平15. 5. 1精   診療所
     藤まゆみメンタルクリ福岡県福岡市南区大橋１丁目４番常　勤:    1藤まゆみメンタルクリ 組織変更 現存
     ニック ５－６０１号 (医       1)ニック　理事長　佐藤 平27. 5. 1
     非常勤:    1　眞弓
     (医       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1788121,999,7 医療法人紫雲会桃崎レ〒815-0032 092-557-2111医療法人紫雲会桃崎レ桃嵜　文堯 平15. 7. 1一般         2診療所
     ディースクリニック 福岡県福岡市南区塩原３丁目１７常　勤:    1ディースクリニック　 新規 産   婦   現存
     番５号 (医       1)理事長　桃嵜　文堯 平27. 7. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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 1789122,081,3 福島医院 〒811-1302 092-581-1229福島　正名 福島　正名 昭35. 8. 1一般         9診療所
     福岡県福岡市南区井尻５丁目９－常　勤:    1 産   婦   休止
     １７ (医       1) 平23. 8. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1790122,147,2 もとむら小児科医院 〒811-1352 092-565-1711本村　桂子 本村　桂子 平12.11. 3小   診療所
     福岡県福岡市南区鶴田３丁目１０常　勤:    1 移動 現存
     番３号 (医       1) 平24.11. 3
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1791122,151,4 松本皮ふ科・形成外科〒815-0037 092-561-8322松本　厚生 松本　厚生 平10.12.21皮   形外 診療所
     医院 福岡県福岡市南区玉川町１番２３常　勤:    1 移動 現存
     号 (医       1) 平28.12.21
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1792122,916,0 福岡市立南急患診療所〒815-0032 092-541-2231福岡市　福岡市長　髙平川　勝之 昭55. 5. 1内   小   診療所
     福岡県福岡市南区塩原字３丁目２常　勤:    4島　宗一郎 現存
     ５ー３ (医       4) 平28. 5. 1
     非常勤:    1
     (医       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1793122,928,5 労衛研健診センター 〒815-0081 092-526-1033公益財団法人福岡労働馬場　郁子 昭63. 3. 1一般         8診療所
     福岡県福岡市南区那の川１丁目１常　勤:   12衛生研究所　代表理事 内   婦   現存
     １－２７ (医      12)会長　西谷　和武 平30. 3. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1794122,930,1 医療法人　友医会　牛〒815-0042 092-541-3757医療法人　友医会　牛牛尾　文一 平 8. 8.16内   小   診療所
     尾医院 福岡県福岡市南区若久四丁目五番常　勤:    1尾医院　理事長　牛尾 移動 現存
     三号 (医       1)　文一 平29. 8.16
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1795141,040,6 立花内科クリニック 〒818-0134 092-928-3833立花　征幸 立花　征幸 平 3. 6. 1内   消   診療所
     福岡県太宰府市大佐野六丁目２番常　勤:    1 現存
     １号エース第一ビル１階 (医       1) 平30. 6. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1796141,041,4 中川内科医院 〒818-0125 092-925-7266中川　隆 中川　隆 昭53. 6. 1内   循   診療所
     福岡県太宰府市五条２丁目９－３常　勤:    2 現存
     ７ (医       2) 平29. 6. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1797141,056,2 天拝坂クリニック 〒818-0134 092-918-8338大谷　進弥 大谷　進弥 平17. 8. 1内   循   アレ診療所
     福岡県太宰府市大佐野２－２４－常　勤:    1 新規 現存
     １ (医       1) 平29. 8. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1798141,067,9 こが整形外科クリニッ〒818-0134 092-925-2929医療法人Ｔ．Ｋ　理事古賀　崇正 平21. 4. 1一般        19診療所
     ク 福岡県太宰府市大佐野２丁目８番非常勤:    1長　古賀　崇正 新規 整外 リハ リウ現存
     ７号 (医       1) 平27. 4. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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 1799141,068,7 朱雀内科クリニック 〒818-0105 092-555-8635朱雀　公道 朱雀　公道 平22.12. 1内   診療所
     福岡県太宰府市都府楼南１－１－常　勤:    1 新規 現存
     ７ (医       1) 平28.12. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1800141,070,3 かんざき内科クリニッ〒818-0101 092-920-2626医療法人かんざき内科神﨑　敦子 平23.12. 7内   消   診療所
     ク 福岡県太宰府市観世音寺一丁目４常　勤:    1クリニック　理事長　 組織変更 現存
     番３０号 (医       1)神﨑　敦子 平29.12. 7
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1801141,071,1 医療法人　慈亮館　ま〒818-0135 092-918-1521医療法人　慈亮館　理松野　勝典 平24. 1. 1小外 消   リハ診療所
     つのクリニック 福岡県太宰府市向佐野２丁目１１常　勤:    2事長　松野　勝典 組織変更 現存
     －２８ (医       2) 平30. 1. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1802141,073,7 ながえクリニック 〒818-0132 092-406-1172医療法人　ながえクリ永江　隆明 平24. 5. 1消   こう 内  診療所
     福岡県太宰府市国分二丁目１番６常　勤:    1ニック　理事長　永江 組織変更 外   現存
     号 (医       1)　隆明 平30. 5. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1803141,074,5 はせ川クリニック 〒818-0135 092-918-7007医療法人　飛梅会　理長谷川　善之 平24. 5. 1内   診療所
     福岡県太宰府市大字向佐野４５番常　勤:    2事長　長谷川　善之 組織変更 現存
     地１ (医       2) 平30. 5. 1
     非常勤:    1
     (医       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1804141,076,0 上田眼科 〒818-0104 092-400-6970医療法人雅円会　理事上田　朗裕 平30. 1. 1眼   診療所
     太宰府市通古賀３－１２－６ 常　勤:    1長　上田　朗裕 移動 現存
     (医       1) 平30. 1. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1805141,081,0 日高小児科 〒818-0134 092-918-2611医療法人　日高小児科日髙　秀信 平28. 2. 1小   診療所
     福岡県太宰府市大佐野二丁目２４常　勤:    2　理事長　日髙　秀信 組織変更 現存
     番２４号 (医       2) 平28. 2. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1806141,082,8 吉田皮ふ科形成外科ク〒818-0125 092-923-2700吉田　一暁 吉田　一暁 平28. 5. 1皮   形外 診療所
     リニック 福岡県太宰府市五条２丁目２３－常　勤:    1 交代 現存
     ６ (医       1) 平28. 5. 1
     非常勤:    2
     (医       2)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1807141,083,6 医療法人鵬志会　別府〒818-0117 092-918-5055医療法人　鵬志会　理別府　鵬飛 平28. 5. 1一般        60病院
     病院 福岡県太宰府市宰府一丁目６番２常　勤:    6事長　別府　鵬飛 交代 消   内   循  現存
     ３号 (医       6) 平28. 5. 1リハ 他   
     非常勤:   59
     (医      59)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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 1808141,084,4 おにつかクリニック 〒818-0125 092-919-5360鬼塚　良 鬼塚　良 平28.10. 1内   消   診療所
     太宰府市五条２丁目２３番３号 常　勤:    1 新規 現存
     (医       1) 平28.10. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1809141,085,1 ひぐち内科胃腸クリニ〒818-0134 092-408-3538 口　裕介 口　裕介 平28.10. 1内   消   診療所
     ック 太宰府市大佐野３－１－５１ 常　勤:    1 新規 現存
     (医       1) 平28.10. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1810141,086,9 うえだ皮膚科クリニッ〒818-0134 092-919-5128医療法人桜林会　理事上田　明弘 平29. 6. 1皮   アレ 他  診療所
     ク 太宰府市大佐野３丁目１－５０ 常　勤:    1長　上田　明弘 組織変更 現存
     (医       1) 平29. 6. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1811141,088,5 いなだ医院 〒818-0134 092-920-2040医療法人いなだ医院　稲田　繁充 平29. 6. 1内   胃   こう診療所
     太宰府市大佐野４丁目１６番２号常　勤:    1理事長　稲田　繁充 組織変更 外   現存
     (医       1) 平29. 6. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1812141,089,3 島本脳神経外科 〒818-0131 092-555-9940医療法人光宝　理事長島本　宝哲 平29.12. 1一般        19診療所
     太宰府市水城二丁目２６番１号 常　勤:    1　島本　宝哲 組織変更 脳外 現存
     (医       1) 平29.12. 1
     非常勤:    1
     (医       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1813141,100,8 牛島産婦人科医院 〒818-0125 092-921-2511医療法人牛島産婦人科牛島　博 平30. 4. 1一般        11診療所
     太宰府市五条二丁目２３番８号 常　勤:    1医院　理事長　牛島　 組織変更 産   婦   現存
     (医       1)博 平30. 4. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1814141,901,9 福岡県立精神医療セン〒818-0125 092-922-3137福岡県知事　小川　洋小嶋　享二 昭44. 7. 1精神       300病院
     (143,901,3) ター太宰府病院 福岡県太宰府市五条三丁目８番１常　勤:   14 精   神   歯  現存
     号 (医      10) 平29. 7. 1内   リハ 
     (薬       4)
     非常勤:   16
     (医      14)
     (歯       2)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1815141,902,7 医療法人　中嶋医院 〒818-0117 092-922-4019医療法人　中嶋医院　中嶋　博文 昭63. 8. 1小   診療所
     福岡県太宰府市宰府３丁目５－７常　勤:    2理事長　中嶋　博文 現存
     (医       2) 平24. 8. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1816141,903,5 医療法人悠水会　水城〒818-0104 092-922-2050医療法人悠水会　理事岡部　孝煕 平元. 3. 1療養 病院
     病院 福岡県太宰府市通古賀３－１０－常　勤:    7長　岡部　孝煕     療養    76現存
     １ (医       7) 平28. 3. 1療養
     非常勤:   15     介護   260
     (医      14) 内   循   皮  
     (薬       1) リハ 
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 1817141,904,3 医療法人　こでら内科〒818-0101 092-923-7330医療法人　こでら内科小寺　武彦 平元. 9. 1内   診療所
     医院 福岡県太宰府市観世音寺１丁目２常　勤:    1医院　理事長　小寺　 現存
     ９－２６ (医       1)武彦 平28. 9. 1
     非常勤:    1
     (医       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1818141,905,0 医療法人　あきよし外〒818-0101 092-922-3060医療法人あきよし外科秋吉　建二郎 平元. 9. 1一般        13診療所
     科胃腸科医院 福岡県太宰府市観世音寺三丁目１常　勤:    1胃腸科医院　理事長　 療養         6現存
     ２番１号 (医       1)秋吉　建二郎 平28. 9. 1胃   外   リハ
     非常勤:    2 麻   小外 
     (医       2)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1819141,906,8 医療法人　鶴田内科医〒818-0105 092-924-3051医療法人　鶴田内科医鶴田　洋一 平 2. 2. 1内   消   胃  診療所
     院 福岡県太宰府市都府楼南２丁目１常　勤:    2院　理事長　鶴田　洋 循   呼   現存
     －１ (医       2)一 平29. 2. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1820141,907,6 医療法人　健成会　鹿〒818-0125 092-925-1222医療法人　健成会　鹿鹿子生　健一 平 2. 9. 1一般 診療所
     子生整形外科医院 福岡県太宰府市五条３丁目４－１常　勤:    1子生整形外科医院　理     一般    19現存
     ４ (医       1)事長　鹿子生　健一 平29. 9. 1整外 リハ リウ
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1821141,908,4 医療法人　津田内科医〒818-0104 092-924-3311医療法人　津田内科医津田　頴彦 平 3. 5. 1内   心内 アレ診療所
     院 福岡県太宰府市通古賀６－２－６常　勤:    1院　理事長　津田　頴 現存
     (医       1)彦 平30. 5. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1822141,909,2 医療法人　恵山会　丸〒818-0133 092-922-9001医療法人　恵山会　理丸山　直人 平 3. 5. 1一般        52病院
     山病院 福岡県太宰府市坂本１丁目４－６常　勤:   12事長　丸山　直人 療養        58現存
     (医      11) 平30. 5. 1内   消   循  
     (薬       1) リハ 
     非常勤:   13
     (医      13)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1823141,912,6 医療法人　翔設会　太〒818-0117 092-928-0030医療法人　翔設会　太吉富　文昭 平 9. 1. 1眼   診療所
     宰府吉富眼科医院 福岡県太宰府市宰府２丁目９番１常　勤:    1宰府吉富眼科医院　理 組織変更 現存
     ３号 (医       1)事長　吉富　文昭 平30. 1. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1824141,913,4 医療法人　まつもと小〒818-0104 092-929-1358医療法人　まつもと小松本　正 平10. 4. 1小   内   診療所
     児科医院 福岡県太宰府市通古賀３丁目４番常　勤:    1児科医院　理事長　松 組織変更 現存
     ３０号 (医       1)本　正 平28. 4. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1825141,914,2 医療法人　西川整形外〒818-0104 092-928-1313医療法人　西川整形外西川　耕平 平11. 1. 1一般        19診療所
     科医院 福岡県太宰府市通古賀３丁目３番常　勤:    2科医院　理事長　西川 組織変更 整外 リウ リハ現存
     １８号 (医       2)　耕平 平29. 1. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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 1826141,915,9 医療法人　渡辺整形外〒818-0125 092-929-5353医療法人　渡辺整形外渡邊　浩一 平13. 4. 1整外 リハ リウ診療所
     科クリニック 福岡県太宰府市五条２丁目５番２常　勤:    1科クリニック　理事長 組織変更 現存
     ０号 (医       1)　渡邊　浩一 平25. 4. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1827141,916,7 医療法人岩﨑外科胃腸〒818-0135 092-925-1526医療法人岩﨑外科胃腸岩﨑　桂一 平14. 5. 1一般        19診療所
     科医院 福岡県太宰府市向佐野四丁目１２常　勤:    1科医院　理事長　岩﨑 組織変更 胃   外   呼  現存
     番１５号 (医       1)　桂一 平26. 5. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1828141,917,5 医療法人山野皮ふ科医〒818-0104 092-928-6606医療法人山野皮ふ科医山野　龍文 平15. 5. 1皮   形外 アレ診療所
     院 福岡県太宰府市通古賀３丁目１３常　勤:    1院　理事長　山野　龍 組織変更 現存
     番１３号　 (医       1)文 平27. 5. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1829141,919,1 医療法人　ひらた脳神〒818-0125 092-929-2121医療法人　ひらた脳神平田　勝俊 平17. 1. 1脳外 リハ 診療所
     経外科クリニック 福岡県太宰府市五条２丁目１１番常　勤:    1経外科クリニック　理 組織変更 現存
     ３号 (医       1)事長　平田　勝俊 平29. 1. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1830141,920,9 医療法人くすの木会　〒818-0104 092-921-8333医療法人くすの木会く河端　崇 平18.12. 1心内 神   精  診療所
     くすの木クリニック 福岡県太宰府市通古賀３丁目１１常　勤:    1すの木クリニック　理 組織変更 現存
     番１１号 (医       1)事長　河端　崇 平24.12. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1831141,921,7 医療法人社団　福岡眼〒818-0135 092-919-5200医療法人社団福岡眼科前田　隆興 平19. 5. 1眼   皮   内  診療所
     科皮ふ内科 福岡県太宰府市大字向佐野四丁目常　勤:    1皮ふ内科　理事長　前 新規 小   アレ 現存
     ８番５号コモドパラッツオ１階 (医       1)田　隆興 平25. 5. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1832141,922,5 藤村医院 〒818-0104 092-918-3387医療法人正行会　理事藤村　武之 平20. 1. 1耳い 歯   診療所
     (143,805,6) 福岡県太宰府市通古賀２丁目３－常　勤:    3長　藤村　敬之 新規 現存
     １６ (医       1) 平26. 1. 1
     (歯       2)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1833141,923,3 耳鼻咽喉科たか野クリ〒818-0134 092-918-1110医療法人　耳鼻咽喉科髙野　潤 平21. 5. 1耳い 診療所
     ニック 福岡県太宰府市大佐野３丁目１－常　勤:    1たか野クリニック　理 組織変更 現存
     ６０ (医       1)事長　髙野　潤 平27. 5. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1834142,911,7 医療法人　富田耳鼻咽〒818-0125 092-924-7701医療法人　富田耳鼻咽富田　英志郎 平 5. 5. 1耳い 診療所
     喉科医院 福岡県太宰府市五条３丁目４－２常　勤:    1喉科医院　理事長　富 現存
     ７ (医       1)田　英志郎 平29. 5. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1835151,029,6 たなか夏樹医院 〒816-0953 092-596-4588田中　義博 田中　義博 昭52. 9. 1一般        13診療所
     福岡県大野城市旭ケ丘２丁目１－常　勤:    2 療養         3現存
     ２０ (医       2) 平28. 9. 1その他       3
     非常勤:    1 外   消   こう
     (医       1) リハ 呼外 内  
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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 1836151,037,9 吉永医院 〒816-0905 092-503-4671吉永　国満 吉永　国満 昭55. 9. 1内   小   診療所
     福岡県大野城市川久保１丁目１２常　勤:    1 現存
     －１２ (医       1) 平28. 9. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1837151,054,4 哲クリニック 〒816-0943 092-501-8161戴　哲夫 戴　哲夫 平 7.12.25整外 麻   リハ診療所
     福岡県大野城市白木原一丁目１番常　勤:    1 移動 現存
     ５５号 (医       1) 平28.12.25
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1838151,058,5 医療法人　佐野クリニ〒816-0922 092-581-3695医療法人　佐野クリニ佐野　暢彦 平 8. 1. 1内   眼   診療所
     ック 福岡県大野城市山田２丁目１７番常　勤:    2ック　理事長　佐野　 組織変更 現存
     ２５号 (医       2)暢彦 平29. 1. 1
     非常勤:    1
     (医       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1839151,060,1 あしざわ内科クリニッ〒816-0943 092-591-3928芦沢　茂生 芦沢　茂生 平14.12.24内   胃   リハ診療所
     ク 福岡県大野城市白木原１丁目１４常　勤:    1 移動 放   現存
     番２４号 (医       1) 平26.12.24
     非常勤:    1
     (医       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1840151,062,7 のむら整形外科クリニ〒816-0971 092-583-5135野村　修平 野村　修平 平 9. 4. 1整外 リハ 診療所
     ック 福岡県大野城市牛頸四丁目１３番常　勤:    1 新規 現存
     １号 (医       1) 平30. 4. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1841151,063,5 天野内科循環器科医院〒816-0952 092-573-0127天野　司 天野　司 平 9.12. 1内   循   リハ診療所
     福岡県大野城市下大利１－２－１常　勤:    1 新規 現存
     ６ (医       1) 平27.12. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1842151,070,0 かなえ整形外科 〒816-0911 092-583-3313金江　浩 金江　浩 平13. 3. 1整外 診療所
     福岡県大野城市大城２丁目１の３常　勤:    1 新規 現存
     ２ (医       1) 平25. 3. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1843151,073,4 倉岡内科クリニック 〒816-0983 092-589-2555倉岡　文夫 倉岡　文夫 平14.11. 1内   循   消  診療所
     福岡県大野城市月の浦１丁目２６常　勤:    1 新規 現存
     －１０ (医       1) 平26.11. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1844151,078,3 池上泌尿器科クリニッ〒816-0952 092-572-0128池上　浩規 池上　浩規 平27. 2.12ひ   性   診療所
     ク 福岡県大野城市下大利１－１６－常　勤:    1 移動 現存
     ２ (医       1) 平27. 2.12
     非常勤:    1
     (医       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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 1845151,081,7 市川クリニック 〒816-0943 092-591-5525市川　俊夫 市川　俊夫 平18. 4. 1内   呼   アレ診療所
     福岡県大野城市白木原１－１－５常　勤:    1 交代 消   神   心内現存
     ５ (医       1) 平30. 4. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1846151,082,5 ふかうみ内科 〒816-0952 092-572-6266深海　敦 深海　敦 平18. 3.27内   循   呼  診療所
     福岡県大野城市下大利２－１８－常　勤:    1 交代 現存
     １３ (医       1) 平30. 3.27
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1847151,084,1 さもと脳神経外科クリ〒816-0955 092-595-2626佐本　研 佐本　研 平20. 1. 1脳外 診療所
     ニック 福岡県大野城市上大利５丁目２番常　勤:    1 新規 現存
     １２号 (医       1) 平26. 1. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1848151,085,8 いのうえ耳鼻咽喉科 〒816-0955 092-589-8733井上　久 井上　久 平20. 2. 1耳い アレ 診療所
     福岡県大野城市上大利５丁目３番常　勤:    1 新規 現存
     １号 (医       1) 平26. 2. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1849151,088,2 いまさと胃腸内科 〒816-0941 092-588-2080今里　栄二郎 今里　栄二郎 平21. 6. 1内   胃   消  診療所
     福岡県大野城市東大利３丁目１１常　勤:    1 新規 現存
     番２８号 (医       1) 平27. 6. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1850151,091,6 喜多村クリニック 〒816-0935 092-581-6640医療法人　喜和会　理喜多村　邦弘 平23. 1. 1消   外   診療所
     福岡県大野城市錦町４－３－８　常　勤:    1事長　喜多村　邦弘 組織変更 現存
     １０１ (医       1) 平29. 1. 1
     非常勤:    1
     (医       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1851151,092,4 井上内科医院 〒816-0911 092-587-0270医療法人　井上内科医井上　正伸 平23. 2. 1内   消   循  診療所
     福岡県大野城市大城３－１１－６常　勤:    2院　理事長　井上　正 組織変更 現存
     (医       2)伸 平29. 2. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1852151,093,2 医療法人　春風会　と〒816-0943 092-574-5565医療法人　春風会　と新井　知隆 平23. 6. 1皮   アレ 形外診療所
     も皮ふ科クリニック 福岡県大野城市白木原一丁目１番常　勤:    1も皮ふ科クリニック　 組織変更 現存
     １３号 (医       1)理事長　新井　知隆 平29. 6. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1853151,094,0 松田耳鼻咽喉科 〒816-0941 092-585-6825松田　洋一 松田　洋一 平24. 4. 1耳い 外   アレ診療所
     福岡県大野城市東大利１丁目１４常　勤:    2 交代 現存
     －１２ (医       2) 平30. 4. 1
     非常勤:    1
     (医       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1854151,095,7 医療法人　すやま泌尿〒816-0943 092-591-3306医療法人　すやま泌尿陶山　健一 平25. 3.18ひ   性   診療所
     器科クリニック 福岡県大野城市白木原４丁目８番常　勤:    1器科クリニック　理事 移動 現存
     １号 (医       1)長　陶山　健一 平25. 3.18
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 1855151,096,5 まなべ産婦人科医院 〒816-0923 092-571-4307真鍋　昭彦 真鍋　昭彦 平24.12. 1一般 診療所
     福岡県大野城市雑餉隈町１丁目７常　勤:    1 交代     一般    11現存
     －１７ (医       1) 平24.12. 1産婦 
     非常勤:    1
     (医       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1856151,097,3 医療法人いのうえこど〒816-0922 092-588-6070医療法人いのうえこど井上　和彦 平25. 6. 1小   診療所
     もクリニック 福岡県大野城市山田二丁目２番２常　勤:    1もクリニック　理事長 組織変更 現存
     ５号 (医       1)　井上　和彦 平25. 6. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1857151,098,1 南ヶ丘ばば整形外科 〒816-0954 092-986-4681医療法人アップル　理馬場　洋 平25.12. 1整外 リハ 診療所
     福岡県大野城市紫台１６番１号 常　勤:    2事長　馬場　洋 組織変更 現存
     (医       1) 平25.12. 1
     (薬       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1858151,100,5 本村内科医院 〒816-0943 092-587-1055医療法人本村内科医院本村　謙一 平27. 1. 1内   診療所
     福岡県大野城市白木原１丁目１１常　勤:    2　理事長　本村　謙一 組織変更 現存
     －１６ (医       2) 平27. 1. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1859151,101,3 たさか整形外科クリニ〒816-0904 092-504-4896医療法人　善　理事長田坂　善彦 平27. 1. 1整外 リウ リハ診療所
     ック 福岡県大野城市大池一丁目７番地常　勤:    1　田坂　善彦 組織変更 現存
     ２ (医       1) 平27. 1. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1860151,102,1 うえだ小児科クリニッ〒816-0983 092-558-5755上田　耕一郎 上田　耕一郎 平28. 4. 1小   診療所
     ク 福岡県大野城市月の浦１丁目２５常　勤:    1 新規 現存
     －１ (医       1) 平28. 4. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1861151,103,9 なごみ診療所 〒816-0902 092-580-8810医療法人　心和会　理西　壽一 平28. 5. 1内   消   循  診療所
     福岡県大野城市乙金２丁目９番６常　勤:    1事長　向井　史孝 新規 現存
     号 (医       1) 平28. 5. 1
     非常勤:    2
     (医       2)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1862151,105,4 医療法人健美会　にし〒816-0952 092-585-6868医療法人健美会　理事西　健 平29. 1. 1精   心内 診療所
     こころの診療所 大野城市下大利一丁目１３番１号常　勤:    1長　西　健 組織変更 現存
     (医       1) 平29. 1. 1
     非常勤:    3
     (医       3)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1863151,106,2 ひかり皮ふ科クリニッ〒816-0954 092-558-1830篠田　洋介 篠田　洋介 平29. 2. 1皮   他   診療所
     ク 大野城市紫台１－５ 常　勤:    1 新規 現存
     (医       1) 平29. 2. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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 1864151,107,0 乙金メンタルクリニッ〒816-0902 092-586-5015医療法人同仁会　理事糸永　義明 平29. 9. 1精   心内 診療所
     ク 大野城市乙金３丁目２３－１ 常　勤:    1長　見元　伊津子 新規 現存
     (医       1) 平29. 9. 1
     非常勤:    1
     (医       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1865151,108,8 井上皮ふ科形成外科 〒816-0941 092-573-7954医療法人井上皮ふ科形井上　義彦 平30. 1. 1皮   形外 診療所
     大野城市東大利２丁目４番１６号常　勤:    2成外科　理事長　井上 組織変更 現存
     (医       2)　和彦 平30. 1. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1866151,109,6 かんた内科医院 〒816-0906 092-513-0120医療法人かんた内科医菊間　幹太 平30. 2. 1内   消   診療所
     大野城市中二丁目３番１号 常　勤:    1院　理事長　菊間　幹 組織変更 現存
     (医       1)太 平30. 2. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1867151,110,4 きよみず内科クリニッ〒816-0931 092-586-5836医療法人みずほ　理事清水　昭彦 平30. 5. 1内   消   診療所
     ク 大野城市筒井３丁目１６番２１号常　勤:    1長　清水　昭彦 組織変更 現存
     (医       1) 平30. 5. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1868151,901,6 医療法人同仁会　乙金〒816-0901 092-503-7070医療法人　同仁会　理見元　伊津子 昭35. 6. 1療養 病院
     病院 福岡県大野城市乙金東４丁目１２常　勤:   11事長　見元　伊津子     療養    50現存
     －１ (医       6) 平29. 6. 1精神
     (薬       5)     介護    60
     非常勤:   18 精神       142
     (医      18) 精   内   リハ
     心内 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1869151,902,4 医療法人十全会　おお〒816-0942 092-581-1445医療法人十全会　理事石橋　正彦 昭60. 4. 1一般        38病院
     りん病院 福岡県大野城市中央一丁目１３番常　勤:    6長　石橋　正彦 精神       303現存
     ８号 (医       6) 平30. 4. 1内   精   心内
     非常勤:   32 消   呼内 放  
     (医      32)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1870151,903,2 福岡県筑紫保健福祉環〒816-0943 092-573-1811福岡県知事　小川　洋柴田　和典 昭58. 7. 1内   小   診療所
     境事務所 福岡県大野城市白木原３丁目５－常　勤:    2 現存
     ２５ (医       2) 平28. 7. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1871151,905,7 ゆうおう内科 〒816-0952 092-501-7586医療法人攸往会　理事 原　美奈子 平元. 6. 1内   胃   他  診療所
     福岡県大野城市下大利１丁目１３常　勤:    1長　 原　美奈子 現存
     －１２ (医       1) 平28. 6. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1872151,907,3 医療法人　桑野外科医〒816-0941 092-501-1166医療法人　桑野外科医桑野　建治 平 2. 1. 1呼   胃   外  診療所
     院 福岡県大野城市東大利１丁目８－常　勤:    1院　理事長　桑野　建 整外 リハ アレ現存
     １３ (医       1)治 平29. 1. 1
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 1873151,908,1 医療法人　金澤整形外〒816-0933 092-572-7288医療法人　金澤整形外金澤　知之進 平 2. 3. 1整外 リウ リハ診療所
     科医院 福岡県大野城市瑞穂町１丁目１－常　勤:    1科医院　理事長　金澤 現存
     ５ (医       1)　知基 平29. 3. 1
     非常勤:    1
     (医       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1874151,909,9 医療法人　原外科医院〒816-0943 092-591-2122医療法人　原外科医院原　文昭 平 2. 8. 1胃   外   整外診療所
     福岡県大野城市白木原５丁目３－常　勤:    2　理事長　原　文昭 こう 麻   現存
     １１ (医       2) 平29. 8. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1875151,911,5 医療法人　桂雅会　毛〒816-0952 092-571-3371医療法人　桂雅会　理毛利　雅彦 平 3. 1. 1一般        19診療所
     利外科医院 福岡県大野城市下大利１丁目１７常　勤:    1事長　毛利　雅彦 胃   外   整外現存
     －１ (医       1) 平30. 1. 1リハ 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1876151,912,3 医療法人　中村眼科医〒816-0943 092-591-1076医療法人中村眼科医院中村　多賀雄 平 3. 8. 1眼   診療所
     院 福岡県大野城市白木原１丁目５－常　勤:    2　理事長　中村　多賀 現存
     ３ (医       2)雄 平24. 8. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1877151,913,1 医療法人　久富眼科医〒816-0954 092-596-6677医療法人久富眼科医院久富　清 平 3.12. 1眼   診療所
     院 福岡県大野城市紫台１５－１－１常　勤:    1　理事長　久富　清 現存
     (医       1) 平27.12. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1878151,914,9 医療法人　やなぎだ耳〒816-0935 092-501-4565医療法人　やなぎだ耳柳田　とも子 平 4. 4. 1耳い 気食 診療所
     鼻咽喉科医院 福岡県大野城市錦町２丁目３－１常　勤:    1鼻咽喉科医院　理事長 現存
     ２ (医       1)　柳田　とも子 平28. 4. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1879151,916,4 医療法人　鴻佑　井本〒816-0943 092-581-1421医療法人　鴻佑　井本井本　公重 平18. 4. 1内   小   呼  診療所
     内科小児科医院 福岡県大野城市白木原３－８－１常　勤:    1内科小児科医院　理事 移動 循   現存
     ６ (医       1)長　井本　公重 平30. 4. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1880151,917,2 医療法人　金山医院 〒816-0904 092-504-2262医療法人　金山医院　金山　利和 平 5. 8. 1内   診療所
     福岡県大野城市大池２丁目２２－常　勤:    1理事長　金山　利和 組織変更 現存
     ６ (医       1) 平29. 8. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1881151,919,8 医療法人あけぼのクリ〒816-0934 092-585-8503医療法人あけぼのクリ井本　武 平 6. 8. 1内   胃   放  診療所
     ニック 福岡県大野城市曙町１－１－８ 常　勤:    1ニック　理事長　井本 組織変更 現存
     (医       1)武 平24. 8. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1882151,920,6 医療法人　平田医院 〒816-0964 092-596-4878医療法人平田医院　理白地　哲 平 7. 1. 1内   消   診療所
     福岡県大野城市南ケ丘３－２－７常　勤:    2事長　白地　哲 組織変更 現存
     (医       2) 平28. 1. 1
     非常勤:    1
     (医       1)
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 1883151,921,4 医療法人　芙蓉会　筑〒816-0971 092-595-0595医療法人　芙蓉会　筑土器　恒徳 平10. 1. 1療養       190病院
     紫南ケ丘病院 福岡県大野城市大字牛頸１０３４常　勤:    8紫南ケ丘病院　理事長 組織変更 その他 現存
     －５ (医       7)　伊達　豊 平28. 1. 1    介護    60
     (薬       1) 内   循   消  
     非常勤:    2 リハ 
     (医       2)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1884151,922,2 医療法人　まつくま小〒816-0934 092-592-8008医療法人　まつくま小松隈　義則 平13. 7.20小   診療所
     児科クリニック 福岡県大野城市曙町１丁目３番３常　勤:    1児科クリニック　理事 移動 現存
     ０号 (医       1)長　松隈　義則 平25. 7.20
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1885151,923,0 医療法人透光会　井上〒816-0924 092-575-0031医療法人透光会　井上井上　透 平12. 4. 1眼   診療所
     眼科医院 福岡県大野城市栄町２丁目５－１常　勤:    1眼科医院　理事長　井 移動 現存
     ５－１０１ (医       1)上　透 平30. 4. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1886151,924,8 医療法人　蔵田眼科ク〒816-0952 092-587-7789医療法人　蔵田眼科ク藏田　善規 平12.12. 1眼   診療所
     リニック 福岡県大野城市下大利１丁目４－常　勤:    1リニック　理事長　藏 組織変更 現存
     ２０オリエンタル山繁１階 (医       1)田　善規 平24.12. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1887151,925,5 医療法人文佑会　原病〒816-0943 092-581-1631医療法人　文佑会　理原　文彦 平13. 1. 1一般        53病院
     院 福岡県大野城市白木原５丁目１番常　勤:    6事長　原　文彦 組織変更 療養        50現存
     １５号 (医       6) 平25. 1. 1内   胃   神内
     非常勤:   21 循   リハ 放  
     (医      20) 他   
     (薬       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1888151,926,3 医療法人天信会あまが〒816-0941 092-572-5503医療法人天信会あまが天ケ瀬　寛信 平16. 2. 1一般        19診療所
     せ産婦人科 福岡県大野城市東大利１丁目１４常　勤:    3せ産婦人科　理事長　 組織変更 産婦 麻   現存
     番６号 (医       3)天ケ瀬　寛信 平28. 2. 1
     非常勤:    1
     (医       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1889151,927,1 宇都宮内科医院 〒816-0912 092-982-3113医療法人ＵＭＣ　理事宇都宮　嘉明 平28. 3.24内   呼内 消  診療所
     福岡県大野城市御笠川二丁目１番常　勤:    1長　宇都宮　嘉明 移動 アレ リハ 現存
     ７号 (医       1) 平28. 3.24
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1890151,928,9 医療法人柳原皮膚科ク〒816-0943 092-581-0516医療法人柳原皮膚科ク柳原　憲一 平16. 5. 1皮   形外 アレ診療所
     リニック 福岡県大野城市白木原４丁目１番常　勤:    1リニック　理事長　柳 組織変更 現存
     ６号 (医       1)原　憲一 平28. 5. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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 1891151,929,7 ききょうアイクリニッ〒816-0935 092-588-2101医療法人ウェルメディ福本　菜月子 平17. 5. 1眼   診療所
     ク 福岡県大野城市錦町４丁目１番１常　勤:    1　理事長　福本　朗 組織変更 現存
     号 (医       1) 平29. 5. 1
     非常勤:    1
     (医       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1892151,931,3 医療法人ゆう　心と体〒816-0943 092-584-1501医療法人ゆう　心と体瀬戸　裕司 平18. 1. 1精   心内 診療所
     のクリニック 福岡県大野城市白木原１丁目７番常　勤:    2のクリニック　理事長 組織変更 現存
     ５号Ｊクリスタルビル３Ｆ (医       2)　瀬戸　裕司 平30. 1. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1893151,932,1 久冨内科医院 〒816-0971 092-589-2801医療法人　健修会　理久冨　光一 平18. 5. 1内   循   胃  診療所
     福岡県大野城市牛頸３丁目２番５常　勤:    1事長　久冨　光一 交代 現存
     号 (医       1) 平30. 5. 1
     非常勤:    2
     (医       2)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1894151,933,9 医療法人　杉山整形外〒816-0952 092-501-3369医療法人　杉山整形外杉山　治 平18.12. 1整外 リハ リウ診療所
     科医院 福岡県大野城市下大利一丁目１番常　勤:    1科医院　理事長　杉山 組織変更 現存
     ７－２０１号 (医       1)　治 平24.12. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1895151,934,7 医療法人　松坂内科ク〒816-0935 092-502-2100医療法人　松坂内科ク松坂　浩史 平19. 1. 1胃   内   呼内診療所
     リニック 福岡県大野城市錦町３丁目３番５常　勤:    2リニック　理事長　松 組織変更 他   現存
     ０号 (医       2)坂　浩史 平25. 1. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1896151,935,4 医療法人社団　扶洋会〒816-0931 092-501-1111医療法人社団　扶洋会秦　洋文 平19. 6. 1一般 病院
     　秦病院 福岡県大野城市筒井１丁目３番１常　勤:    4　理事長　秦　洋文 組織変更     一般    61療養病床
     号 (医       4) 平25. 6. 1療養 現存
     非常勤:   33     療養    57
     (医      33) 内   外   整外
     リウ リハ 放  
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1897152,031,1 西山内科医院 〒816-0961 092-596-4823西山　邦彦 西山　邦彦 昭53. 5. 1内   神   胃  診療所
     福岡県大野城市緑ケ丘３丁目１８常　勤:    1 整外 リハ 放  現存
     －４ (医       1) 平29. 5. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1898152,042,8 大島小児科医院 〒816-0964 092-596-6678大島　久明 大島　久明 昭61.11. 1小   アレ 診療所
     福岡県大野城市南ケ丘２丁目１－常　勤:    1 現存
     ２１ (医       1) 平28.11. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1899152,052,7 はまだ内科医院 〒816-0981 092-595-2323浜田　修二 浜田　修二 平 3. 6. 1内   消   循  診療所
     福岡県大野城市若草３丁目２２－常　勤:    1 呼   現存
     １２ (医       1) 平30. 6. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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 1900152,904,9 特定医療法人社団三光〒816-0956 092-595-1151特定医療法人社団三光長尾　哲彦 昭63. 3. 1一般        54病院
     会　誠愛リハビリテー福岡県大野城市南大利二丁目７番常　勤:   10会　理事長　井林　雪 療養       152現存
     ション病院 ２号 (医      10)郎 平30. 3. 1内   神内 整外
     非常勤:   31 リハ 
     (医      30)
     (歯       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1901152,910,6 医療法人　つくし会病〒816-0902 092-503-2261医療法人つくし会病院脇坂　愛次郎 平 3. 1. 1療養       172病院
     院 福岡県大野城市大字乙金３丁目１常　勤:    4　理事長　中村　奎吾 その他     120現存
     ８－２０ (医       4) 平30. 1. 1内   リハ 
     非常勤:   26
     (医      26)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1902152,915,5 医療法人　松田小児科〒816-0952 092-501-2894医療法人　松田小児科松田　健太郎 平 4. 9. 1小   アレ 診療所
     医院 福岡県大野城市下大利１丁目７番常　勤:    1医院　理事長　松田　 現存
     １８号 (医       1)健太郎 平28. 9. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1903152,918,9 医療法人　石原小児科〒816-0943 092-574-3505医療法人　石原小児科石原　修 平11. 7. 4小   診療所
     クリニック 福岡県大野城市白木原１丁目９番常　勤:    1クリニック　理事長　 移動 現存
     ３０号 (医       1)石原　修 平29. 7. 4
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1904161,030,2 上田胃腸科内科医院 〒816-0823 09 上田　秀之 上田　秀之 昭47. 3. 1一般         4診療所
     福岡県春日市若葉台西１丁目５ 常　勤:    1 療養         6現存
     (医       1) 平29. 3. 1内   胃   小  
     非常勤:    1 放   リハ 
     (医       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1905161,041,9 野北外科胃腸科医院 〒816-0844 092-591-1231野北　英樹 野北　英樹 昭55. 4. 1胃   外   整外診療所
     福岡県春日市上白水１丁目１９番常　勤:    1 こう リハ 麻  現存
     地 (医       1) 平28. 4. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1906161,050,0 森園医院 〒816-0822 092-571-3373森園　隆昭 森園　隆昭 昭59.11. 1内   胃   小  診療所
     福岡県春日市ちくし台２丁目１３常　勤:    1 現存
     番地 (医       1) 平29.11. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1907161,059,1 中村整形外科医院 〒816-0863 575-5050 中村　祐二 中村　祐二 昭63. 9. 1一般        18診療所
     福岡県春日市須玖南２丁目１３８常　勤:    1 整外 リハ リウ現存
     番地 (医       1) 平24. 9. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1908161,067,4 サク皮ふ科クリニック〒816-0863 502-1112 橋爪　民子 橋爪　民子 平 4. 6. 1皮   アレ 診療所
     福岡県春日市須玖南３－８４ 常　勤:    1 現存
     (医       1) 平28. 6. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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 1909161,079,9 中山医院 〒816-0852 092-583-7178中山　慶明 中山　慶明 平 8.10. 1内   胃   呼  診療所
     福岡県春日市一の谷一丁目１４８常　勤:    1 新規 こう 麻   小  現存
     番 (医       1) 平29.10. 1ひ   
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1910161,086,4 城戸整形外科クリニッ〒816-0802 092-513-5002城戸　正喜 城戸　正喜 平10. 5. 1整外 リウ リハ診療所
     ク 福岡県春日市春日原北町３丁目６常　勤:    1 新規 現存
     ３－１ラフォーレ春日ビル (医       1) 平28. 5. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1911161,087,2 さかい耳鼻咽喉科医院〒816-0846 092-586-1450坂井　友二 坂井　友二 平10.10. 1耳い アレ 気食診療所
     福岡県春日市下白水南３丁目１５常　勤:    1 新規 現存
     番 (医       1) 平22.10. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1912161,093,0 内藤内科医院 〒816-0853 092-591-8887内藤　勝信 内藤　勝信 平12. 4. 1内   診療所
     福岡県春日市泉１丁目１０番地 常　勤:    1 交代 現存
     (医       1) 平30. 4. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1913161,094,8 太田黒眼科 〒816-0824 092-574-6804太田黒　幸子 太田黒　幸子 平14. 6. 1眼   診療所
     福岡県春日市小倉７丁目３番地 常　勤:    1 新規 現存
     (医       1) 平26. 6. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1914161,095,5 四宮医院 〒816-0802 092-581-1314四宮　幸子 四宮　幸子 平14.11.25内   診療所
     福岡県春日市春日原北町３－１ 常　勤:    1 交代 現存
     (医       1) 平26.11.25
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1915161,096,3 まわたりウィメンズク〒816-0813 092-596-9111馬渡　善文 馬渡　善文 平15. 7. 1一般        19診療所
     リニック 福岡県春日市惣利１丁目２９番地常　勤:    1 交代 産   婦   現存
     (医       1) 平27. 7. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1916161,097,1 白水乳腺クリニック 〒816-0814 092-588-1003白水　光紀 白水　光紀 平15.11. 1外   診療所
     福岡県春日市春日３丁目６７ 常　勤:    1 新規 現存
     (医       1) 平27.11. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1917161,100,3 浜本眼科医院 〒816-0844 092-571-6925濱本　美佳 濱本　美佳 平16. 2. 1眼   診療所
     福岡県春日市上白水三丁目８１番常　勤:    1 新規 現存
     地春日総合クリニックビル１Ｆ１(医       1) 平28. 2. 1
     ０２
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1918161,102,9 天神山クリニック 〒816-0855 092-573-8860西村　章子 西村　章子 平17. 5. 1内   診療所
     福岡県春日市天神山２丁目１５０常　勤:    1 新規 現存
     番地 (医       1) 平29. 5. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1919161,103,7 すがはら内科クリニッ〒816-0844 0503444-6725菅原　知彦 菅原　知彦 平17.10. 1内   胃   診療所
     ク 福岡県春日市上白水三丁目７２番常　勤:    1 新規 現存
     地 (医       1) 平29.10. 1
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 1920161,104,5 自衛隊福岡病院 〒816-0826 092-581-0431防衛省　防衛大臣　小鈴木　智史 平18.10. 1一般 病院
     (163,813,5) 福岡県春日市小倉東１丁目６１番常　勤:   37野寺　五典 新規     一般   170現存
     地 (医      30) 平24.10. 1精神
     (歯       7)     精神    30
     非常勤:    3 内   精   小  
     (医       2) 外   整外 皮  
     (歯       1) ひ   産婦 眼  
     耳い リハ 放  
     麻   歯   
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1921161,105,2 みぎた消化器内科 〒816-0813 092-589-7500右田　良克 右田　良克 平19. 4. 1消   内   診療所
     福岡県春日市惣利２丁目５４番地常　勤:    1 新規 現存
     (医       1) 平25. 4. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1922161,106,0 さくらこ診療所 〒816-0805 092-581-3693雄谷　隆幸 雄谷　隆幸 平19. 5. 1内   小   診療所
     福岡県春日市千歳町１－２７ 常　勤:    1 新規 現存
     (医       1) 平25. 5. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1923161,108,6 池田脳神経外科 〒816-0824 092-589-0150池田　耕一 池田　耕一 平20. 1. 1脳外 診療所
     福岡県春日市小倉１－１ 常　勤:    1 新規 現存
     (医       1) 平26. 1. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1924161,109,4 樋口皮膚泌尿器科医院〒816-0802 092-581-0343樋口　満成 樋口　満成 平20. 1. 1皮ひ 診療所
     福岡県春日市春日原北町３丁目３常　勤:    2 交代 現存
     ９ (医       2) 平26. 1. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1925161,113,6 かみのまち整形外科リ〒816-0844 092-588-1760上ノ町　重和 上ノ町　重和 平21. 9. 1整外 リウ リハ診療所
     ウマチ科 福岡県春日市上白水５丁目２２番常　勤:    1 新規 現存
     －１ (医       1) 平27. 9. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1926161,116,9 こがじゅんこクリニッ〒816-0844 092-571-7148医療法人　大顕会　理古賀　順子 平22. 6. 1皮   診療所
     ク 福岡県春日市上白水三丁目８１春常　勤:    1事長　古賀　順子 組織変更 現存
     日総合クリニックビル２Ｆ (医       1) 平28. 6. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1927161,117,7 とくい耳鼻咽喉科クリ〒816-0864 092-588-3387医療法人　とくい耳鼻得居　直公 平23. 7. 1耳い アレ 診療所
     ニック 福岡県春日市須玖北七丁目１番１常　勤:    1咽喉科クリニック　理 組織変更 現存
     の２ (医       1)事長　得居　直公 平29. 7. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1928161,118,5 医療法人はなむら整形〒816-0806 092-589-6811医療法人はなむら整形花村　聡 平24. 1. 1整外 リウ リハ診療所
     外科クリニック 福岡県春日市光町一丁目７４番島常　勤:    1外科クリニック　理事 組織変更 現存
     田第２ビル２階 (医       1)長　花村　聡 平30. 1. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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 1929161,119,3 医療法人凜桜会　いわ〒816-0802 092-592-1122医療法人　凜桜会　理岩田　政宏 平24. 7. 1皮   アレ 診療所
     た皮ふ科アレルギー科福岡県春日市春日原北町四丁目１常　勤:    2事長　岩田　政宏 組織変更 現存
     クリニック １番地メディカルシティ春日原２(医       2) 平24. 7. 1
     Ｆ
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1930161,120,1 荒牧内科 〒816-0847 092-501-1158荒牧　竜太郎 荒牧　竜太郎 平24.11. 1内   呼   循  診療所
     福岡県春日市大土居１丁目６番地常　勤:    2 交代 消   現存
     (医       2) 平24.11. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1931161,124,3 またけ胃腸内科クリニ〒816-0863 092-572-2180医療法人ＭＣ会　理事眞武　弘明 平25.11.14内   胃   消  診療所
     ック 福岡県春日市須玖南２丁目１０４常　勤:    1長　眞武　弘明 組織変更 現存
     番地の１ (医       1) 平25.11.14
     非常勤:    2
     (医       2)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1932161,125,0 ながの内科クリニック〒816-0845 092-589-3741長野　光之 長野　光之 平26. 3. 1内   循   呼内診療所
     福岡県春日市白水ケ丘一丁目５５常　勤:    1 新規 皮   現存
     番地 (医       1) 平26. 3. 1
     非常勤:    1
     (医       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1933161,126,8 さいつこどもクリニッ〒816-0849 092-589-1260才津　宏樹 才津　宏樹 平26.10. 1小   内   診療所
     ク 福岡県春日市星見ヶ丘２－４５ 常　勤:    1 新規 現存
     (医       1) 平26.10. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1934161,127,6 みなみクリニック 〒816-0872 092-588-1077南　秀和 南　秀和 平27. 1. 1呼内 内   診療所
     福岡県春日市桜ケ丘４丁目１８番常　勤:    1 新規 現存
     (医       1) 平27. 1. 1
     非常勤:    1
     (医       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1935161,130,0 ばばトータルケアクリ〒816-0849 092-558-0902馬場　博充 馬場　博充 平27. 5. 1内   外   呼内診療所
     ニック 福岡県春日市星見ヶ丘二丁目２７常　勤:    1 新規 消   現存
     (医       1) 平27. 5. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1936161,131,8 林眼科春日診療所 〒816-0849 092-589-7075医療法人社団研英会　大野　克彦 平27.10. 1眼   診療所
     福岡県春日市星見ヶ丘２丁目４３常　勤:    1理事長　林　研 新規 現存
     番２ (医       1) 平27.10. 1
     非常勤:    3
     (医       3)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1937161,132,6 安永クリニック 〒816-0844 092-573-6003医療法人Ｅ．Ｔ．ｗｏ安永　公平正 平28. 1. 1内   小   循  診療所
     福岡県春日市上白水三丁目５１番常　勤:    1ｒｌｄ　理事長　安永 組織変更 透析 現存
     地 (医       1)　公平正 平28. 1. 1
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 1938161,133,4 桑野整形外科医院 〒816-0872 092-571-3361医療法人小西第一病院桑野　茂 平28. 4. 1一般 診療所
     福岡県春日市桜ヶ丘二丁目１５番常　勤:    1　理事長　小西　正洋 交代     一般    19休止
     地 (医       1) 平28. 4. 1整外 リハ リウ
     非常勤:    2 アレ 
     (医       2)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1939161,134,2 医療法人薫陽会　くろ〒816-0849 092-596-4976医療法人薫陽会　理事正崎　泰作 平28. 8. 1整外 リハ リウ診療所
     つち福岡春日リハビリ春日市星見ヶ丘二丁目５５番２０常　勤:    4長　山下　信哉 新規 内   神内 脳内現存
     テーションクリニック (医       4) 平28. 8. 1アレ 形外 
     非常勤:   11
     (医      11)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1940161,135,9 渡辺耳鼻咽喉科医院 〒816-0846 092-558-1234医療法人渡辺耳鼻咽喉渡邉　智 平28.10. 1耳い 診療所
     春日市下白水南４－１０－１ 常　勤:    1科医院　理事長　渡邉 新規 現存
     (医       1)　智 平28.10. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1941161,136,7 みやびクリニック 〒816-0813 092-589-7382矢加部　文 矢加部　文 平28.11. 1形外 外   皮  診療所
     春日市惣利２丁目７０－１－２Ｆ常　勤:    1 新規 内   現存
     (医       1) 平28.11. 1美容皮膚科　乳
     非常勤:    3 腺外科
     (医       3)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1942161,137,5 医療法人いわい内科ク〒816-0864 092-589-5522医療法人いわい内科ク岩井　啓一郎 平29. 1. 1内   消   他  診療所
     リニック 春日市須玖北七丁目１番地１ 常　勤:    1リニック　理事長　岩 組織変更 現存
     (医       1)井　啓一郎 平29. 1. 1
     非常勤:    1
     (医       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1943161,138,3 石津病院 〒816-0831 092-573-5885医療法人朋尚会　理事石津　尚明 平29. 1. 1一般        60病院
     春日市大谷一丁目７３番地 常　勤:    2長　石津　尚明 組織変更 内   神内 呼内現存
     (医       2) 平29. 1. 1消   整外 リハ
     非常勤:   34
     (医      34)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1944161,139,1 こばやし整形外科 〒816-0842 092-589-1077医療法人こばやし整形小林　周 平29. 2. 1整外 リハ リウ診療所
     春日市大字下白水２５番地１ 常　勤:    1外科　理事長　小林　 組織変更 現存
     (医       1)周 平29. 2. 1
     非常勤:    1
     (医       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1945161,140,9 ひろ内科 〒816-0802 092-986-5423医療法人ひろ内科　理坂井　裕之 平29. 5. 1内   呼内 アレ診療所
     春日市春日原北町４丁目１１番地常　勤:    1事長　坂井　裕之 組織変更 現存
     メディカルシティ春日原２Ｆ (医       1) 平29. 5. 1
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 1946161,141,7 こうせい内科クリニッ〒816-0847 092-558-8166医療法人公新会　理事丸岡　公生 平30. 1. 1内   消   他  診療所
     ク 春日市大土居三丁目１３０番地１常　勤:    2長　丸岡　公生 組織変更 現存
     (医       2) 平30. 1. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1947161,142,5 みやい内科クリニック〒816-0863 092-575-0068医療法人ＭＩＹＡＩ　宮井　潤仁 平30. 4. 1内   診療所
     春日市須玖南四丁目３０番地 常　勤:    1理事長　宮井　潤仁 組織変更 現存
     (医       1) 平30. 4. 1
     非常勤:    2
     (医       2)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1948161,143,3 瀧本眼科クリニック 〒816-0863 092-707-9655瀧本　峰洋 瀧本　峰洋 平30. 5. 1眼   診療所
     春日市須玖南三丁目８８番地 常　勤:    1 新規 現存
     (医       1) 平30. 5. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1949161,910,5 医療法人　徳洲会　福〒816-0864 092-573-6622医療法人徳洲会　理事海江田　令次 昭54.10. 1一般       602地域支援
     (163,805,1) 岡徳洲会病院 福岡県春日市須玖北４丁目５ 常　勤:  158長　鈴木　隆夫 内   神内 呼内総合病院
     (医     154) 平24.10. 1消   循   小  現存
     (歯       3) 外   整外 形外
     (薬       1) 脳外 呼外 心外
     非常勤:   24 皮   ひ   こう
     (医      23) 産婦 眼   耳い
     (歯       1) 放   麻   心内
     アレ リウ リハ
     救命 病理 歯  
     矯歯 小歯 歯外
     精   
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1950161,912,1 医療法人社団　渡辺病〒816-0861 092-571-1777医療法人社団渡辺病院渡邊　保幸 昭63. 3. 1療養        51病院
     院 福岡県春日市岡本１丁目１０５ 常　勤:    3　理事長　渡邊　保幸 外   内   消  現存
     (医       2) 平30. 3. 1リハ こう 
     (薬       1)
     非常勤:    5
     (医       5)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1951161,913,9 医療法人　横山小児科〒816-0801 092-581-1203医療法人　横山小児科横山　隆人 平 2.12. 1一般    診療所
     医院 福岡県春日市春日原東町３丁目３常　勤:    2医院　理事長　横山　 小   現存
     ６ (医       2)隆人 平29.12. 1
     非常勤:    1
     (医       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1952161,915,4 医療法人　春日上原眼〒816-0851 092-571-7600医療法人　春日上原眼上原　雅夫 平 3. 5. 1眼   診療所
     科医院 福岡県春日市昇町６丁目２８番地常　勤:    1科医院　理事長　上原 現存
     (医       1)　雅夫 平30. 5. 1



 医 療 機 関 番 号  医 療 機 関 名 称 医療機関所在地 開設者氏名 備  考管理者氏名項 番
指定年月日
登録理由
指定期間始

病床数
／

診療科名

電話番号
／

勤務医数

                 コード内容別医療機関一覧表

［平成30年 6月 1日現在　医科　　　現存／休止］ 平成30年 6月 1日作成   222 頁

 1953161,916,2 医療法人　かくた小児〒816-0844 092-574-6168医療法人　かくた小児角田　茂 平 3. 9. 1小   診療所
     科医院 福岡県春日市上白水７丁目１５番常　勤:    1科医院　理事長　角田 現存
     地 (医       1)　茂 平24. 9. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1954161,917,0 医療法人　春成会　樋〒816-0833 092-572-0343医療法人春成会　理事松村　順 平 4. 1. 1一般        60病院
     口病院 福岡県春日市紅葉ケ丘東１丁目８常　勤:   10長　松村　順 内   循   消  現存
     ６ (医      10) 平28. 1. 1皮   形外 ひ  
     非常勤:   30 放   リハ 他  
     (医      30) アレ 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1955161,918,8 医療法人　まごた医院〒816-0813 092-596-3123医療法人まごた医院　孫田　明 平 4. 1. 1一般        18診療所
     福岡県春日市惣利１丁目７１ 常　勤:    1理事長　孫田　明 整外 リウ リハ現存
     (医       1) 平28. 1. 1内   他   
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1956161,919,6 円入橋胃腸科外科医院〒816-0813 092-596-2110医療法人　円入会　理大津　哲雄 平 4. 1. 1一般 診療所
     福岡県春日市惣利２丁目８ 常　勤:    1事長　大津　哲雄     一般    11現存
     (医       1) 平28. 1. 1療養
         療養     5
     外   消   リハ
     呼   こう 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1957161,921,2 医療法人　いわみ肛門〒816-0814 092-572-2828医療法人　いわみ肛門石見　賀正 平 4.11. 1一般        19診療所
     クリニック 福岡県春日市春日４丁目１０ 常　勤:    1クリニック　理事長　 こう 麻   現存
     (医       1)石見　賀正 平28.11. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1958161,922,0 医療法人マインド　伊〒816-0807 092-582-1478医療法人マインド伊原花田　慎一郎 平 4.11. 1一般        19診療所
     原春日クリニック 福岡県春日市宝町３丁目２２－１常　勤:    4春日クリニック　理事 内   循   消  現存
     (医       4)長　花田　慎一郎 平28.11. 1
     非常勤:   31
     (医      31)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1959161,924,6 医療法人　永和会　永〒816-0847 092-591-1123医療法人　永和会　理永尾　亮 平 5. 6. 1内   循   神内診療所
     尾クリニック 福岡県春日市大土居１丁目４１番常　勤:    1事長　永尾　亮 組織変更 精   心内 現存
     地 (医       1) 平29. 6. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1960161,925,3 医療法人　おがた眼科〒816-0801 092-581-1140医療法人　おがた眼科緒方　質 平 7.10. 1眼   診療所
     医院 福岡県春日市春日原東町３－３８常　勤:    1医院　理事長　緒方　 移動 現存
     (医       1)質 平28.10. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1961161,927,9 医療法人　和田整形外〒816-0853 092-591-0511医療法人　和田整形外和田　研 平 8. 5. 1一般        19診療所
     科医院 福岡県春日市泉２丁目１４番 常　勤:    1科医院　理事長　和田 組織変更 整外 リハ リウ現存
     (医       1)　研 平29. 5. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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 1962161,928,7 医療法人　平塚整形外〒816-0824 092-581-7229医療法人　平塚整形外平塚　俊哉 平 8. 9. 1一般         8診療所
     科医院 福岡県春日市小倉７丁目８番地 常　勤:    2科医院　理事長　平塚 組織変更 療養         4現存
     (医       2)　俊哉 平29. 9. 1その他       4
     整外 リハ リウ
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1963161,929,5 医療法人　大西内科ク〒816-0847 092-595-2001医療法人　大西内科ク大西　昭彦 平 8. 9. 1内   小   循  診療所
     リニック 福岡県春日市大土居３－１９２ 常　勤:    1リニック　理事長　大 組織変更 消   アレ 現存
     (医       1)西　昭彦 平29. 9. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1964161,930,3 医療法人　末吉耳鼻咽〒816-0801 092-581-0590医療法人　末吉耳鼻咽末吉　誠一 平 9. 1. 1耳い アレ 診療所
     喉科クリニック 福岡県春日市春日原東町３丁目３常　勤:    2喉科クリニック　理事 組織変更 現存
     ８番 (医       2)長　末吉　誠一 平30. 1. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1965161,931,1 福岡県精神保健福祉セ〒816-0804 092-582-7510福岡県知事　小川　洋楯林　英晴 平 9. 1.16精   神   診療所
     ンター 福岡県春日市原町３丁目１番地７常　勤:    2 移動 現存
     (医       2) 平30. 1.16
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1966161,932,9 医療法人　まことクリ〒816-0801 092-584-1470医療法人　まことクリ石松　豊洋 平18. 6.30外   胃   こう診療所
     ニック 福岡県春日市春日原東町３丁目２常　勤:    1ニック　理事長　石松 移動 整外 内   呼  現存
     ０番 (医       1)　豊洋 平30. 6.30アレ 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1967161,934,5 医療法人　おの子ども〒816-0852 092-501-2323医療法人　おの子ども小野　栄一郎 平10. 5. 1小   診療所
     クリニック 福岡県春日市一の谷１丁目１４９常　勤:    1クリニック　理事長　 組織変更 現存
     番地 (医       1)小野　栄一郎 平28. 5. 1
     非常勤:    1
     (医       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1968161,935,2 医療法人　順心堂　お〒816-0801 092-583-7011医療法人　順心堂　理尾中　祐二 平10.12. 1精   神   心内診療所
     なか心療クリニック 福岡県春日市春日原東町３丁目３常　勤:    1事長　尾中　祐二 組織変更 内   現存
     ８番地 (医       1) 平28.12. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1969161,936,0 医療法人　陣の内脳神〒816-0802 092-582-3233医療法人　陣の内脳神陣内　敬文 平11. 4. 1脳外 神内 リハ診療所
     経外科クリニック 福岡県春日市春日原北町３－６３常　勤:    1経外科クリニック　理 組織変更 現存
     (医       1)事長　陣内　敬文 平29. 4. 1
     非常勤:    1
     (医       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1970161,937,8 医療法人くぼた小児科〒816-0813 092-595-0822医療法人くぼた小児科久保田　薫 平28.11. 7小   診療所
     医院 春日市惣利２丁目７０番地１ 常　勤:    1医院　理事長　久保田 移動 現存
     (医       1)　薫 平28.11. 7
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1971161,938,6 医療法人　たけの内科〒816-0802 092-593-0500医療法人　たけの内科竹野　文洋 平13. 6. 1内   循   呼  診療所
     クリニック 福岡県春日市春日原北町三丁目６常　勤:    1クリニック　理事長　 組織変更 消   心外 現存
     ３番地１ (医       1)竹野　文洋 平25. 6. 1
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 1972161,939,4 医療法人七雄会　ひら〒816-0813 092-586-8677医療法人七雄会　理事平野　哲雄 平27.11.30耳い アレ 診療所
     の耳鼻咽喉科クリニッ福岡県春日市惣利１丁目１４番地常　勤:    1長　平野　哲雄 移動 現存
     ク (医       1) 平27.11.30
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1973161,940,2 医療法人城野産婦人科〒816-0852 092-584-1103医療法人　城野産婦人城野　晃 平13.12.18一般        19診療所
     (163,093,4) クリニック 福岡県春日市一の谷２丁目８番地常　勤:    3科クリニック　理事長 組織変更 産   婦   歯  現存
     １ (医       2)　城野　晃 平25.12.18
     (歯       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1974161,941,0 医療法人竹風庵榊原医〒816-0854 092-572-3111医療法人　竹風庵　理竹内　文夫 平15. 4. 1内   小   ひ  診療所
     院 福岡県春日市下白水北４丁目８５常　勤:    2事長　竹内　文夫 組織変更 現存
     番 (医       2) 平27. 4. 1
     非常勤:    1
     (医       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1975161,942,8 医療法人本田耳鼻咽喉〒816-0844 092-584-5553医療法人本田耳鼻咽喉本田　晴久 平16. 5. 1耳い 気食 アレ診療所
     科医院 福岡県春日市上白水３丁目８１番常　勤:    1科医院　理事長　本田 組織変更 現存
     地 (医       1)　晴久 平28. 5. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1976161,943,6 医療法人やよい会　か〒816-0813 092-583-9678医療法人やよい会　理瓦田　裕二 平18. 1. 1内   呼   循  診療所
     わらだクリニック 福岡県春日市惣利１丁目８２番１常　勤:    1事長　瓦田　裕二 組織変更 アレ 現存
     (医       1) 平30. 1. 1
     非常勤:    5
     (医       5)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1977161,944,4 医療法人　おかもと内〒816-0814 092-595-6608医療法人　おかもと内岡本　省吾 平19. 5. 1内   消   循  診療所
     科医院 福岡県春日市春日９丁目２番 常　勤:    1科医院　理事長　岡本 組織変更 リハ 現存
     (医       1)　省吾 平25. 5. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1978161,945,1 医療法人仁清会　しん〒816-0851 092-584-0011医療法人仁清会　しん新海　清人 平19. 6. 1胃   こう 外  診療所
     かいクリニック 福岡県春日市昇町５丁目５番１ 常　勤:    1かいクリニック　理事 組織変更 現存
     (医       1)長　新海　清人 平25. 6. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1979161,946,9 医療法人　みのだ胃腸〒816-0844 092-584-3777医療法人　みのだ胃腸蓑田　智憲 平19. 6. 1内   消   循  診療所
     科内科クリニック 福岡県春日市上白水３丁目８０番常　勤:    1科内科クリニック　理 組織変更 呼   リハ 現存
     地 (医       1)事長　蓑田　智憲 平25. 6. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1980161,947,7 西江こころのクリニッ〒816-0802 092-588-2444医療法人　西江こころ西江　雅彦 平23. 5. 1精   心内 診療所
     ク 福岡県春日市春日原北町四丁目１常　勤:    1のクリニック　理事長 組織変更 現存
     １番地 (医       1)　西江　雅彦 平29. 5. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1981161,950,1 とくなが皮ふ科医院 〒816-0813 092-558-9762德永　哲夫 德永　哲夫 平28. 4. 1皮   診療所
     福岡県春日市惣利５丁目－１４－常　勤:    1 新規 現存
     ３ (医       1) 平28. 4. 1
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 1982162,063,2 村山医院 〒816-0851 092-592-8123村山　俊二 村山　俊二 平 2. 6. 1内   胃   小  診療所
     福岡県春日市昇町５丁目１００番常　勤:    1 現存
     地 (医       1) 平29. 6. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1983162,068,1 モール　クリニック 〒816-0814 092-589-7411上田　亜紀香 上田　亜紀香 平20.12. 1内   眼   診療所
     福岡県春日市春日５丁目１７番 非常勤:    2 新規 現存
     (医       2) 平26.12. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1984162,069,9 きたやま小児科 〒816-0824 092-588-5030喜多山　昇 喜多山　昇 平20.12. 1小   診療所
     福岡県春日市小倉２－９７－１ 常　勤:    1 新規 現存
     (医       1) 平26.12. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1985162,070,7 くろかわひろこ眼科ク〒816-0813 092-595-7744黒川　博子 黒川　博子 平22. 2. 1眼   診療所
     リニック 福岡県春日市惣利１丁目８３－２常　勤:    1 新規 現存
     (医       1) 平28. 2. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1986162,920,3 医療法人　藤崎内科循〒816-0823 582-8282 医療法人　藤崎内科循藤崎　和則 平 4. 5. 1内   循   診療所
     環器科医院 福岡県春日市若葉台西３丁目１４常　勤:    1環器科医院　理事長　 現存
     番地 (医       1)藤崎　和則 平28. 5. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1987171,039,1 加藤田外科歯科医院 〒818-0054 092-925-1801加藤田　昭男 加藤田　昭男 昭50. 6. 1一般 診療所
     (173,066,8) 福岡県筑紫野市杉塚三丁目３番６常　勤:    2     一般     9現存
     号 (医       1) 平29. 6. 1療養
     (歯       1)     療養     6
     外   胃   こう
     リハ 歯   小歯
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1988171,045,8 成田整形外科医院 〒818-0061 092-922-1331成田　郁五郎 成田　郁五郎 昭54. 9.10整外 リハ リウ診療所
     福岡県筑紫野市紫４丁目６－２１常　勤:    1 現存
     (医       1) 平24. 9. 1
     非常勤:    1
     (医       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1989171,053,2 小野皮膚科医院 〒818-0057 092-922-7550小野　三男 小野　三男 昭57. 6. 1皮   診療所
     福岡県筑紫野市二日市南２丁目２常　勤:    1 現存
     番８号 (医       1) 平30. 6. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1990171,057,3 中島眼科医院 〒818-0072 092-925-9731中島　武志 中島　武志 平 5. 7. 1眼   診療所
     福岡県筑紫野市二日市中央６丁目常　勤:    1 移動 現存
     ３番１０号 (医       1) 平29. 7. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1991171,067,2 さきむら医院 〒818-0072 092-925-9915崎村　正良 崎村　正良 平 3. 6. 1麻   診療所
     福岡県筑紫野市二日市中央５丁目常　勤:    2 現存
     １２番３号 (医       2) 平30. 6. 1
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 1992171,079,7 矢野ひふ科医院 〒818-0036 092-926-3222矢野　延子 矢野　延子 平 4. 8. 1皮   診療所
     福岡県筑紫野市光が丘４丁目５－常　勤:    1 現存
     ２ (医       1) 平28. 8. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1993171,082,1 乙成内科医院 〒818-0061 092-928-8818乙成　孝俊 乙成　孝俊 平 4.11. 1内   循   診療所
     福岡県筑紫野市紫３丁目６－２８常　勤:    1 現存
     (医       1) 平28.11. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1994171,088,8 良永医院 〒818-0023 092-926-2903良永　智彦 良永　智彦 平 8. 7.10内   小   外  診療所
     福岡県筑紫野市大字若江１８７ 常　勤:    1 交代 現存
     (医       1) 平29. 7.10
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1995171,089,6 大塚内科クリニック 〒818-0005 092-928-2202大塚　高浩 大塚　高浩 平 8. 9. 1内   消   診療所
     福岡県筑紫野市大字原８４２ー１常　勤:    1 新規 現存
     (医       1) 平29. 9. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1996171,093,8 むらかみクリニック 〒818-0022 092-919-7676村上　知子 村上　知子 平12.11. 1内   神内 放  診療所
     福岡県筑紫野市筑紫駅前通１丁目常　勤:    1 新規 胃   呼   現存
     ２１クローバー壱番館１０４ (医       1) 平24.11. 1
     非常勤:    1
     (医       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1997171,094,6 たけだ眼科クリニック〒818-0034 092-919-8585竹田　欣也 竹田　欣也 平12.12. 1眼   診療所
     福岡県筑紫野市美しが丘南７丁目常　勤:    1 新規 現存
     １－３１ (医       1) 平24.12. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1998171,099,5 スタジオ　リカ　クリ〒818-0024 092-926-8812田中　理香 田中　理香 平14. 8. 1心内 精   診療所
     ニック 福岡県筑紫野市原田７－５－１１常　勤:    1 新規 現存
     (医       1) 平26. 8. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1999171,105,0 杉村内科クリニック 〒818-0056 092-925-8111杉村　隆史 杉村　隆史 平16. 4. 1内   消   診療所
     福岡県筑紫野市二日市北２－２－常　勤:    1 新規 現存
     １イオン二日市店３階 (医       1) 平28. 4. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 2000171,106,8 吉川レディースクリニ〒818-0056 092-918-8522吉川　宏恵 吉川　宏恵 平16. 4. 1産   婦   診療所
     ック 福岡県筑紫野市二日市北２－２－常　勤:    1 新規 現存
     １イオン二日市店３Ｆ (医       1) 平28. 4. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 2001171,107,6 山本皮ふ科クリニック〒818-0056 092-923-3437山本　暢宏 山本　暢宏 平17. 1. 1皮   診療所
     福岡県筑紫野市二日市北２－２－常　勤:    1 新規 現存
     １ダイエー二日市店３階 (医       1) 平29. 1. 1
     非常勤:    2
     (医       2)
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 2002171,109,2 なかむら整形外科 〒818-0024 092-926-9300中村　宏 中村　宏 平17. 5. 1整外 リハ 診療所
     福岡県筑紫野市原田３丁目１９番常　勤:    1 新規 現存
     ７号 (医       1) 平29. 5. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 2003171,110,0 ひろたこどもクリニッ〒818-0081 092-918-8667廣田　雄一 廣田　雄一 平17.11. 1小   診療所
     ク 福岡県筑紫野市針摺東３－２－１常　勤:    1 新規 現存
     ３ (医       1) 平29.11. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 2004171,111,8 青柳外科医院 〒818-0057 092-922-2770青柳　慶史朗 青柳　慶史朗 平18. 4. 1外   胃   リハ診療所
     福岡県筑紫野市二日市南２丁目２常　勤:    1 交代 神内 現存
     －１０ (医       1) 平30. 4. 1
     非常勤:    1
     (医       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 2005171,113,4 わかば耳鼻咽喉科アレ〒818-0024 092-926-8854安部　次男 安部　次男 平19. 3. 1耳い アレ 診療所
     ルギー科クリニック 福岡県筑紫野市原田７丁目９－２常　勤:    1 新規 現存
     (医       1) 平25. 3. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 2006171,114,2 早瀬川医院 〒818-0072 092-924-3531早瀬川　潤 早瀬川　潤 平19. 4.21一般 診療所
     福岡県筑紫野市二日市中央４－１常　勤:    1 交代     一般     5現存
     ２－６ (医       1) 平25. 4.21産婦 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 2007171,118,3 ゆくり心療医院 〒818-0057 092-919-5990池端　仁 池端　仁 平20. 4. 1心内 神   精  診療所
     福岡県筑紫野市二日市南２丁目８常　勤:    1 新規 現存
     番２０号アビタシオン二日市１０(医       1) 平26. 4. 1
     １号室
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 2008171,125,8 みぎた眼科 〒818-0083 092-555-5001右田　博敬 右田　博敬 平23. 2. 1眼   診療所
     福岡県筑紫野市針摺中央２－１５常　勤:    1 新規 現存
     －１３ (医       1) 平29. 2. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 2009171,126,6 はら脳神経外科医院 〒818-0071 092-928-8858医療法人　敬裕会　は原　邦忠 平23. 4. 1脳外 リハ 診療所
     福岡県筑紫野市二日市西１丁目４常　勤:    1ら脳神経外科医院　理 組織変更 現存
     番５号 (医       1)事長　原　邦忠 平29. 4. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 2010171,127,4 安元ひふ科クリニック〒818-0083 092-925-4112安元　慎一郎 安元　慎一郎 平23. 5. 1皮   診療所
     福岡県筑紫野市針摺中央２－４－常　勤:    1 新規 現存
     １　２Ｆ (医       1) 平29. 5. 1
     非常勤:    1
     (医       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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 2011171,128,2 医療法人　いとう内科〒818-0024 092-927-0195医療法人　いとう内科伊藤　久生 平23. 5. 1内   診療所
     クリニック 福岡県筑紫野市原田六丁目１０番常　勤:    1クリニック　理事長　 組織変更 現存
     １号 (医       1)伊藤　久生 平29. 5. 1
     非常勤:    1
     (医       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 2012171,129,0 飯野内科 〒818-0072 092-986-3161医療法人　飯野内科　飯野　研三 平23. 7. 1内   診療所
     福岡県筑紫野市二日市中央四丁目常　勤:    1理事長　飯野　研三 組織変更 現存
     １４番２３号 (医       1) 平29. 7. 1
     非常勤:    1
     (医       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 2013171,130,8 クリニック仁 〒818-0061 092-555-7716藤村　成仁 藤村　成仁 平23.10. 1内   診療所
     福岡県筑紫野市紫２丁目４－１ 常　勤:    1 新規 現存
     (医       1) 平29.10. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 2014171,131,6 金子眼科クリニック 〒818-0024 092-919-0220医療法人金子眼科クリ金子　英太郎 平24. 5. 1眼   診療所
     福岡県筑紫野市原田六丁目１１番常　勤:    1ニック　理事長　金子 組織変更 現存
     ５号 (医       1)　英太郎 平30. 5. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 2015171,133,2 山田小児科医院 〒818-0056 092-922-2665山田　晋一 山田　晋一 平25. 3. 1小   診療所
     福岡県筑紫野市二日市北２丁目１常　勤:    1 交代 現存
     番３号 (医       1) 平25. 3. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 2016171,134,0 筑紫野病院 〒818-0012 092-926-2292医療法人みらい　理事富田　義之 平25. 4. 1精神       155病院
     福岡県筑紫野市大字天山３７番地常　勤:    3長　富田　義之 組織変更 心内 精   現存
     (医       3) 平25. 4. 1
     非常勤:   31
     (医      31)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 2017171,135,7 ちくし那珂川病院 〒818-0072 092-922-2246社会医療法人　喜悦会片桐　邦彦 平26. 3.27一般 病院
     福岡県筑紫野市二日市中央３丁目常　勤:    2　理事長　下川　敏弘 交代     一般    24現存
     ６番１２号 (医       2) 平26. 3.27療養
     非常勤:   18     療養    87
     (医      18) 内   消   循  
     リハ 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 2018171,136,5 まるおか内科・リウマ〒818-0057 092-921-0805医療法人　まるおか内丸岡　浩誌 平26. 5. 1内   リウ 診療所
     チ科クリニック 福岡県筑紫野市二日市南四丁目１常　勤:    1科・リウマチ科クリニ 組織変更 現存
     番５号 (医       1)ック　理事長　丸岡　 平26. 5. 1
     浩誌
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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 2019171,137,3 クリニックみらい 〒818-0026 092-926-1001社会福祉法人みらい　緒方　宣邦 平26.10. 1内   循   診療所
     福岡県筑紫野市美咲１０２３番２常　勤:    2理事長　森岡　修 新規 現存
     (医       2) 平26.10. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 2020171,139,9 整形外科まつしたクリ〒818-0071 092-555-5760医療法人オリーブ会　松下　康正 平27. 7. 1整外 リウ リハ診療所
     ニック 福岡県筑紫野市二日市西一丁目４常　勤:    1理事長　松下　康正 組織変更 現存
     番３号 (医       1) 平27. 7. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 2021171,140,7 二日市整形外科クリニ〒818-0061 092-928-2222白石　元英 白石　元英 平27.11. 1整外 リハ リウ診療所
     ック 福岡県筑紫野市紫２丁目２２番１常　勤:    1 新規 現存
     号 (医       1) 平27.11. 1
     非常勤:    1
     (医       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 2022171,141,5 いでわき医院　精神科〒818-0083 092-408-1602井手脇　喜里子 井手脇　喜里子 平28. 5. 1精   心内 内  診療所
     　心療内科 福岡県筑紫野市針摺中央２丁目４常　勤:    1 新規 現存
     番１号 (医       1) 平28. 5. 1
     非常勤:    1
     (医       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 2023171,142,3 ちくしの眼科 〒818-0042 092-555-7111医療法人ウェルメディ福本　朗 平29. 1. 1眼   診療所
     筑紫野市立明寺４３４－１ 常　勤:    1　理事長　福本　朗 組織変更 現存
     (医       1) 平29. 1. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 2024171,143,1 寺本整形外科 〒818-0072 092-919-5880医療法人全晴会　理事寺本　全男 平29. 2. 1整外 リハ リウ診療所
     筑紫野市二日市中央四丁目１１番常　勤:    1長　寺本　全男 組織変更 現存
     １号 (医       1) 平29. 2. 1
     非常勤:    2
     (医       2)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 2025171,144,9 医療法人社団うら梅の〒818-0056 092-408-9990医療法人社団うら梅の正化　孝 平29.10. 1心内 精   診療所
     郷会　このはなクリニ筑紫野市二日市北１－２－３－２常　勤:    1郷会　理事長　林　道 交代 現存
     ック ０２ (医       1)彦 平29.10. 1
     非常勤:    1
     (医       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 2026171,145,6 医療法人健美会　二日〒818-0072 092-985-6350医療法人健美会　理事岩田　悠希 平30. 4. 1精   心内 診療所
     市にしこころの診療所筑紫野市二日市中央４丁目１１番常　勤:    1長　西　健 新規 現存
     １号 (医       1) 平30. 4. 1
     非常勤:    1
     (医       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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 2027171,146,4 二日市共立病院 〒818-0072 092-923-2211社会医療法人喜悦会　重松　明博 平30. 4. 1療養        50病院
     筑紫野市二日市中央二丁目１０番常　勤:    3理事長　下川　敏弘 交代 内   胃   性  現存
     １号 (医       3) 平30. 4. 1放   小   
     非常勤:   15
     (医      15)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 2028171,902,0 福岡県済生会二日市病〒818-8516 092-923-1551社会福祉法人恩賜財団間野　正衛 平15.11.25一般 地域支援
     院 福岡県筑紫野市湯町三丁目１３番常　勤:   48済生会　支部長　金納 移動     一般   260病院
     １号 (医      48)　文彦 平27.11.25内   呼内 循  現存
     非常勤:   81 消   神内 皮  
     (医      81) 小   外   呼外
     ひ   脳外 整外
     形外 美外 リハ
     放   麻   
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 2029171,911,1 医療法人　牧和会　牧〒818-0066 092-922-2853医療法人牧和会　理事牧　聡 昭55. 1. 1精神       321病院
     病院 福岡県筑紫野市大字永岡９７６番常　勤:   13長　牧　聡 精   内   現存
     地の１ (医      11) 平28. 1. 1
     (薬       2)
     非常勤:   10
     (医      10)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 2030171,912,9 福岡大学筑紫病院 〒818-8502 092-921-1011学校法人福岡大学　理向野　利寛 昭60. 7. 1一般       308地域支援
     福岡県筑紫野市俗明院一丁目１番常　勤:   98事長　貫　正義 一般（感染） 病院
     １号 (医      98) 平24. 7. 1             2現存
     非常勤:   65 内   循   呼内
     (医      65) 消   小   外  
     呼外 整外 リウ
     脳外 皮   ひ  
     眼   耳い 放  
     救命 麻   リハ
     病理 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 2031171,913,7 医療法人　小西第一病〒818-0068 092-923-2238医療法人　小西第一病小西　正洋 昭62.12. 1一般       121病院
     院 福岡県筑紫野市石崎１丁目３番１常　勤:    3院　理事長　小西　正 内   消   循  現存
     号 (医       3)洋 平29.12. 1呼内 脳内 外  
     非常勤:   22 こう 整外 脳外
     (医      22) リハ リウ 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 2032171,914,5 医療法人　黒木耳鼻咽〒818-0056 092-922-8354医療法人　黒木耳鼻咽黒木　岳人 平元. 6. 1耳い 気食 アレ診療所
     喉科医院 福岡県筑紫野市二日市北１丁目１常　勤:    2喉科医院　理事長　黒 現存
     番１０号 (医       2)木　康二 平28. 6. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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 2033171,917,8 医療法人　北城整形外〒818-0025 092-926-3131医療法人　北城整形外北城　文男 平 2. 3. 1一般        19診療所
     科医院 福岡県筑紫野市大字筑紫６１１－常　勤:    1科医院　理事長　北城 整外 リハ 現存
     ８ (医       1)　文男 平29. 3. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 2034171,918,6 医療法人　西嶋整形外〒818-0083 092-923-5211医療法人西嶋整形外科西嶋　達也 平 2. 3. 1整外 リハ リウ診療所
     科医院 福岡県筑紫野市針摺中央２丁目１常　勤:    2医院　理事長　西嶋　 現存
     ６番２７号 (医       2)達也 平24. 8. 1
     非常勤:    1
     (医       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 2035171,919,4 医療法人　文杏堂杉病〒818-0072 092-923-6666医療法人文杏堂杉病院杉　東明 平 3. 1. 1療養 病院
     院 福岡県筑紫野市二日市中央１丁目常　勤:    3　理事長　杉　東明     療養    72現存
     ３番２号 (医       3) 平30. 1. 1内   循   リハ
     非常勤:   16
     (医      16)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 2036171,920,2 医療法人　西本内科医〒818-0024 092-926-0021医療法人　西本内科医西本　光伸 平 9. 4. 1一般 診療所
     院 福岡県筑紫野市原田６丁目８番地常　勤:    2院　理事長　西本　光 移動     一般     5現存
     １ (医       2)伸 平30. 4. 1療養
         療養     4
     療養
         介護     6
     内   循   呼  
     リハ 小   消  
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 2037171,922,8 医療法人　安元耳鼻咽〒818-0071 092-922-2308医療法人安元耳鼻咽喉安元　誠司 平 4. 1. 1耳い アレ 診療所
     喉科医院 福岡県筑紫野市二日市西１丁目６常　勤:    1科医院　理事長　安元 現存
     番１号 (医       1)　誠司 平28. 1. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 2038171,923,6 医療法人徳洲会　二日〒818-0072 092-922-2531医療法人徳洲会　理事今嶋　達郎 平 5. 3. 1一般        52病院
     市徳洲会病院 福岡県筑紫野市二日市中央四丁目常　勤:    3長　鈴木　隆夫 内   脳内 心内現存
     ８番２５号 (医       3) 平29. 3. 1循   消   整外
     非常勤:   52 脳外 リウ リハ
     (医      52)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 2039171,924,4 医療法人　にしひら耳〒818-0084 092-925-6333医療法人　にしひら耳西平　修 平12. 1.18耳い 気食 アレ診療所
     鼻咽喉科クリニック 福岡県筑紫野市針摺西一丁目６番常　勤:    1鼻咽喉科クリニック　 移動 現存
     ７号ＮＩＳＨＩＨＩＲＡビル２Ｆ(医       1)理事長　西平　修 平30. 1.18
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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 2040171,925,1 高山病院 〒818-0083 092-921-4511医療法人社団　邦生会安東　定 平 7. 9. 1一般        50病院
     福岡県筑紫野市針摺中央２丁目１常　勤:   10　理事長　髙山　一生 組織変更 ひ   内   循  現存
     １番１０号 (医       9) 平28. 9. 1他   
     (薬       1)
     非常勤:   16
     (医      16)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 2041171,926,9 医療法人　エンジェル〒818-0061 092-922-3164医療法人　エンジェル永川　正敏 平 7. 9. 1一般        19診療所
     会　永川産婦人科医院福岡県筑紫野市紫一丁目２５番５常　勤:    1会　永川産婦人科医院 組織変更 産婦 現存
     号 (医       1)　理事長　永川　正敏 平28. 9. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 2042171,927,7 医療法人　鬼木眼科医〒818-0072 092-922-2414医療法人　鬼木眼科医鬼木　信乃夫 平 8. 4. 1眼   診療所
     院 福岡県筑紫野市二日市中央４－６常　勤:    2院　理事長　鬼木　信 組織変更 現存
     －１１ (医       2)乃夫 平29. 4. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 2043171,928,5 医療法人　丸山循環器〒818-0061 092-924-3610医療法人　丸山循環器丸山　英勝 平 8.12. 1循   内   リハ診療所
     科内科医院 福岡県筑紫野市紫４丁目６番１５常　勤:    1科内科医院　理事長　 組織変更 現存
     号 (医       1)丸山　英勝 平29.12. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 2044171,929,3 医療法人　つかさ会　〒818-0042 092-921-5001医療法人　つかさ会　横溝　清司 平 9. 1. 1消   外   リハ診療所
     よこみぞ医院 福岡県筑紫野市大字立明寺５０６常　勤:    1よこみぞ医院　理事長 組織変更 現存
     番地の５ (医       1)　横溝　清司 平30. 1. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 2045171,930,1 医療法人　至誠会　島〒818-0072 092-922-2052医療法人　至誠会　島島松　和正 平 9.12. 1内   診療所
     松内科医院 福岡県筑紫野市二日市中央５丁目常　勤:    1松内科医院　理事長　 組織変更 現存
     ５－１６ (医       1)島松　和正 平27.12. 1
     非常勤:   10
     (医      10)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 2046171,931,9 医療法人　みぞぐち小〒818-0022 092-926-8301医療法人　みぞぐち小溝口　康弘 平10. 1. 1小   内   診療所
     児科医院 福岡県筑紫野市筑紫駅前通１丁目常　勤:    1児科医院　理事長　溝 組織変更 現存
     １４８番地 (医       1)口　康弘 平28. 1. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 2047171,932,7 医療法人　吉田会　吉〒818-0071 092-921-6677医療法人　吉田会　理吉田　隆 平10. 1. 1ひ   性   診療所
     田泌尿器科医院 福岡県筑紫野市二日市西１丁目４常　勤:    1事長　吉田　隆 組織変更 現存
     番７号 (医       1) 平28. 1. 1
     非常勤:    2
     (医       2)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 2048171,934,3 医療法人　もり小児科〒818-0034 092-926-8155医療法人　もり小児科森　勝義 平12. 4. 1小   診療所
     医院 福岡県筑紫野市美しが丘南７丁目常　勤:    1医院　理事長　森　勝 組織変更 現存
     ７番地２ (医       1)義 平30. 4. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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 2049171,935,0 医療法人　黒瀬眼科医〒818-0071 092-922-2559医療法人　黒瀬眼科医黒瀬　眞一 平14. 1. 1眼   診療所
     院 福岡県筑紫野市二日市西２丁目１常　勤:    2院　理事長　黒瀬　眞 組織変更 現存
     番３号 (医       2)一 平26. 1. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 2050171,936,8 医療法人　山本医院 〒818-0034 092-926-8333医療法人　山本医院　山本　賢輔 平14. 1. 1一般        18診療所
     福岡県筑紫野市美しが丘南６丁目常　勤:    1理事長　山本　賢輔 組織変更 呼   消   外  現存
     ２番地１ (医       1) 平26. 1. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 2051171,937,6 医療法人　徳永外科医〒818-0034 092-926-8330医療法人　徳永外科医徳永　茂樹 平14. 1. 1一般        19診療所
     院 福岡県筑紫野市美しが丘南６丁目常　勤:    1院　理事長　徳永　茂 組織変更 胃   外   こう現存
     ２番地２ (医       1)樹 平26. 1. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 2052171,938,4 医療法人燦宗会どい内〒818-0036 092-926-7415医療法人燦宗会　理事土居　崇仁 平15. 5. 1一般        19診療所
     科クリニック 福岡県筑紫野市光が丘４丁目５番常　勤:    1長　土居　崇仁 組織変更 内   消   アレ現存
     地３ (医       1) 平27. 5. 1リハ 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 2053171,939,2 医療法人宝満会うめづ〒818-0024 092-926-2011医療法人　宝満会　理梅津　徹 平15.12. 1外   胃   こう診療所
     医院 福岡県筑紫野市原田２丁目６番１常　勤:    1事長　梅津　徹 組織変更 リハ リウ 現存
     ２ (医       1) 平27.12. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 2054171,940,0 医療法人おおたぐろ耳〒818-0022 092-927-2131医療法人おおたぐろ耳太田黒　元 平16. 6. 1耳い 診療所
     鼻咽喉科医院 福岡県筑紫野市筑紫駅前通１丁目常　勤:    1鼻咽喉科医院　理事長 組織変更 現存
     ７番 (医       1)　太田黒　元 平28. 6. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 2055171,941,8 帆足医院 〒818-0071 092-922-2746医療法人　はやぶさ　帆足　俊男 平18. 1. 1胃   内   診療所
     福岡県筑紫野市二日市西１－８－常　勤:    1理事長　帆足　俊男 組織変更 現存
     １１ (医       1) 平30. 1. 1
     非常勤:    1
     (医       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 2056171,942,6 医療法人　たかやま肛〒818-0084 092-925-7822医療法人　たかやま肛髙山　和之 平18. 3. 1こう 胃   外  診療所
     門・胃腸・外科クリニ福岡県筑紫野市針摺西１丁目６番常　勤:    1門・胃腸・外科クリニ 組織変更 現存
     ック ７号 (医       1)ック　理事長　髙山　 平30. 3. 1
     和之
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 2057171,943,4 医療法人　上野脳神経〒818-0024 092-927-3555医療法人　上野脳神経上野　恭司 平18. 5. 1脳外 放   リハ診療所
     外科クリニック 福岡県筑紫野市原田４－１５－８常　勤:    2外科クリニック　理事 組織変更 現存
     (医       2)長　上野　恭司 平30. 5. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 2058171,944,2 医療法人　まじま内科〒818-0024 092-919-8051医療法人　まじま内科眞島　健吉 平19. 6. 1内   循   診療所
     循環器科 福岡県筑紫野市原田８丁目４番地常　勤:    1循環器科　理事長　眞 組織変更 現存
     １ (医       1)島　健吉 平25. 6. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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 2059171,945,9 医療法人徒然会　伊藤〒818-0057 092-922-3303医療法人徒然会　伊藤伊藤　俊一 平20.12. 8内   消   診療所
     医院 福岡県筑紫野市二日市南３丁目１常　勤:    1医院　理事長　伊藤　 組織変更 現存
     １番１５号 (医       1)俊一 平26.12. 8
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 2060172,062,2 西田内科胃腸科医院 〒818-0056 092-925-4114西田　達郎 西田　達郎 昭63. 4. 1内   胃   診療所
     福岡県筑紫野市二日市北三丁目１常　勤:    1 現存
     番１０号 (医       1) 平30. 4. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 2061172,063,0 沓掛内科医院 〒818-0063 092-922-1011沓掛　洋 沓掛　洋 昭63. 5. 1内   呼内 診療所
     福岡県筑紫野市桜台２丁目２３－常　勤:    1 現存
     １ (医       1) 平30. 5. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 2062172,069,7 樋口医院 〒818-0072 092-922-3076樋口　史彦 樋口　史彦 平 3. 7. 7内   胃   診療所
     福岡県筑紫野市二日市中央５丁目常　勤:    1 現存
     １５番１３号 (医       1) 平24. 7. 7
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 2063172,075,4 大森医院 〒818-0035 092-926-0600大森　敬仁 大森　敬仁 平 4. 1. 1内   呼   胃  診療所
     福岡県筑紫野市美しが丘北３丁目 外   リハ 現存
     １１－４ 平28. 1. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 2064172,076,2 山脇皮膚泌尿器科医院〒818-0034 092-926-8197山脇　均 山脇　均 平 4. 3. 1皮   ひ   診療所
     福岡県筑紫野市美しが丘南７丁目常　勤:    1 現存
     ７－４ (医       1) 平28. 3. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 2065172,915,1 医療法人　西尾小児科〒818-0058 092-922-2006医療法人　西尾小児科西尾　健 平元. 9. 1小   アレ 診療所
     医院 福岡県筑紫野市湯町２丁目４番１常　勤:    2医院　理事長　西尾　 現存
     号 (医       2)健 平28. 9. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 2066172,916,9 医療法人　西尾産婦人〒818-0061 092-928-1103医療法人　西尾産婦人西尾　紘明 平 2. 3. 1一般        15診療所
     科医院 福岡県筑紫野市紫四丁目１番１０常　勤:    1科医院　理事長　西尾 産   婦   現存
     号 (医       1)　絋明 平29. 3. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 2067172,921,9 医療法人　安田医院 〒818-0084 092-922-2707医療法人安田医院　理安田　章伸 平 4. 1. 1内   循   診療所
     福岡県筑紫野市針摺西１丁目４－常　勤:    1事長　安田　章伸 現存
     １２ (医       1) 平28. 1. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 2068181,164,5 水ノ江医院 〒811-1211 092-952-8648水ノ江　昭英 水ノ江　昭英 昭56. 8. 1一般    診療所
     福岡県筑紫郡那珂川町今光３丁目常　勤:    1 内   小   皮  休止
     １１番地 (医       1) 平29. 8. 1リハ 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 2069181,167,8 藤田医院 〒811-1235 092-953-2166藤田　節治 藤田　節治 昭57. 7. 1内   小   診療所
     福岡県筑紫郡那珂川町大字成竹５常　勤:    1 現存
     ０５番地の１ (医       1) 平24. 7. 1
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 2070181,179,3 ほんぼう皮ふ科クリニ〒811-1254 092-952-1950本房　昭三 本房　昭三 平 3. 6. 1皮   診療所
     ック 福岡県筑紫郡那珂川町道善２丁目常　勤:    1 現存
     ５０ (医       1) 平30. 6. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 2071181,183,5 江副クリニック 〒811-1211 092-954-1300江副　之人 江副　之人 平 6. 5. 1内   循   消  診療所
     福岡県筑紫郡那珂川町今光５丁目常　勤:    1 新規 小   眼   現存
     ９ (医       1) 平30. 5. 1
     非常勤:    1
     (医       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 2072181,186,8 かく小児科医院 〒811-1254 092-953-3344郭　明烈 郭　明烈 平 8. 4. 1小   診療所
     福岡県筑紫郡那珂川町道善２丁目常　勤:    1 新規 現存
     ５４番 (医       1) 平29. 4. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 2073181,187,6 古賀胃腸科外科クリニ〒811-1211 092-953-4117古賀　正之 古賀　正之 平 8. 4. 1胃   外   循  診療所
     ック 福岡県筑紫郡那珂川町今光８丁目常　勤:    1 交代 現存
     ４番３０号ＳＹビル１階 (医       1) 平29. 4. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 2074181,191,8 たけすえ耳鼻科クリニ〒811-1201 092-953-6687武末　淳 武末　淳 平10.12. 1耳い アレ 診療所
     ック 福岡県筑紫郡那珂川町片縄５丁目常　勤:    1 新規 現存
     １４番 (医       1) 平28.12. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 2075181,192,6 かじやま内科クリニッ〒811-1221 092-952-3731梶山　浩史 梶山　浩史 平14. 6. 1内   消   循  診療所
     ク 福岡県筑紫郡那珂川町王塚台１丁常　勤:    1 交代 呼   現存
     目２１－１ (医       1) 平26. 6. 1
     非常勤:    1
     (医       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 2076181,195,9 なかの眼科クリニック〒811-1213 092-953-1139中野　信彦 中野　信彦 平14.10. 1眼   診療所
     福岡県筑紫郡那珂川町中原２丁目常　勤:    1 新規 現存
     １２７ (医       1) 平26.10. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 2077181,199,1 よこやま内科胃腸クリ〒811-1203 092-555-5007横山　浩孝 横山　浩孝 平23. 2. 1内   胃   外  診療所
     ニック 福岡県筑紫郡那珂川町片縄北３－常　勤:    1 新規 現存
     １１－２０ (医       1) 平29. 2. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 2078181,200,7 いわお小児科医院 〒811-1252 092-953-6605医療法人　日々会　理岩尾　初雄 平23.12. 1小   診療所
     福岡県筑紫郡那珂川町五郎丸１丁常　勤:    1事長　岩尾　初雄 組織変更 現存
     目９－１ (医       1) 平29.12. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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 2079181,201,5 つちもち脳神経外科・〒811-1201 092-951-3610土持　 仁 土持　 仁 平25.11. 1脳外 内   診療所
     内科クリニック 福岡県筑紫郡那珂川町片縄２丁目常　勤:    1 新規 現存
     １２サンシャイン那珂川１階 (医       1) 平25.11. 1
     非常勤:    1
     (医       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 2080181,203,1 太田外科クリニック 〒811-1204 092-952-2250医療法人太田外科クリ太田　慎治 平26. 1. 1外   胃   整外診療所
     福岡県筑紫郡那珂川町片縄東一丁常　勤:    1ニック　理事長　太田 組織変更 現存
     目１３番１８号 (医       1)　慎治 平26. 1. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 2081181,209,8 目野内科クリニック 〒811-1203 092-951-3377医療法人優慶会　理事目野　茂宣 平29. 5. 1内   胃   呼内診療所
     筑紫郡那珂川町片縄北六丁目３番常　勤:    1長　目野　茂宣 組織変更 放   現存
     ２０号 (医       1) 平29. 5. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 2082181,903,6 医療法人　溝口眼科医〒811-1254 092-952-0630医療法人　溝口眼科医溝口　幸子 平 2.11. 1眼   診療所
     院 福岡県筑紫郡那珂川町道善２丁目常　勤:    1院　理事長　溝口　幸 現存
     ７１－２ (医       1)子 平29.11. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 2083181,904,4 医療法人　服部内科ク〒811-1254 092-953-5522医療法人　服部内科ク服部　憲明 平 3. 4. 1内   循   消  診療所
     リニック 福岡県筑紫郡那珂川町道善２丁目常　勤:    2リニック　理事長　服 放   現存
     ５９－１ (医       2)部　憲明 平30. 4. 1
     非常勤:    1
     (医       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 2084181,906,9 医療法人　香月内科ク〒811-1254 092-953-2862医療法人　香月内科ク香月　司 平 6. 4. 1内   小   胃  診療所
     リニック 福岡県筑紫郡那珂川町道善１丁目常　勤:    1リニック　理事長　香 組織変更 循   現存
     １７ (医       1)月　司 平30. 4. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 2085181,908,5 医療法人　末長内科医〒811-1253 092-954-1812医療法人　末長内科医末長　正弘 平16.12.20内   小   診療所
     院 福岡県筑紫郡那珂川町仲１丁目５常　勤:    1院　理事長　末長　正 移動 現存
     ６番地 (医       1)弘 平28.12.20
     非常勤:    1
     (医       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 2086181,909,3 医療法人　正明会　諸〒811-1201 092-952-8888医療法人　正明会　理フーイー諸岡　千絵 平13. 8. 1一般        60病院
     岡整形外科病院 福岡県筑紫郡那珂川町片縄３丁目常　勤:    3事長　諸岡　正明 その他 整外 リハ リウ現存
     ８１番地 (医       3) 平25. 8. 1麻   
     非常勤:   68
     (医      68)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------



 医 療 機 関 番 号  医 療 機 関 名 称 医療機関所在地 開設者氏名 備  考管理者氏名項 番
指定年月日
登録理由
指定期間始

病床数
／

診療科名

電話番号
／

勤務医数

                 コード内容別医療機関一覧表

［平成30年 6月 1日現在　医科　　　現存／休止］ 平成30年 6月 1日作成   237 頁

 2087181,910,1 のぞみメンタルクリニ〒811-1213 092-953-5800医療法人社団　照和会園本　建 平 9. 5. 1精   神   心内診療所
     ック 福岡県筑紫郡那珂川町中原２丁目常　勤:    4　理事長　西岡　雄二 新規 現存
     １３０番地博多南ＭＩビル２Ｆ (医       4) 平30. 5. 1
     非常勤:    2
     (医       2)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 2088181,911,9 医療法人　産科婦人科〒811-1254 092-953-1111医療法人　産科婦人科下村　宏 平10. 5. 1一般         2診療所
     シモムラ医院 福岡県筑紫郡那珂川町道善１丁目常　勤:    2シモムラ医院　理事長 組織変更 産   婦   麻  休止
     ３６番地 (医       2)　下村　宏 平22. 5. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 2089181,912,7 医療法人有喜会　うれ〒811-1201 092-954-1111医療法人有喜会　うれ嬉野　二郎 平11.12. 1外   胃   こう診療所
     しの外科・胃腸科クリ福岡県筑紫郡那珂川町片縄９丁目常　勤:    1しの外科・胃腸科クリ 組織変更 リハ 現存
     ニック ３０番４号 (医       1)ニック　理事長　嬉野 平29.12. 1
     　二郎
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 2090181,913,5 医療法人竹田胃腸科外〒811-1213 092-953-1122医療法人竹田胃腸科外竹田　虎彦 平12. 4.28一般        13診療所
     科医院 福岡県筑紫郡那珂川町中原３丁目常　勤:    2科医院　理事長　竹田 組織変更 療養         6現存
     ２９番地 (医       2)　虎彦 平30. 4.28外   胃   こう
     非常勤:    1 皮   消   
     (医       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 2091181,914,3 医療法人　正明会　諸〒811-1201 092-954-0555医療法人　正明会　理諸岡　正明 平13. 8. 1一般 診療所
     岡整形外科クリニック福岡県筑紫郡那珂川町片縄３丁目常　勤:    1事長　諸岡　正明 その他     一般    13現存
     １０１番地 (医       1) 平25. 8. 1整外 リハ リウ
     非常勤:   18
     (医      18)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 2092181,915,0 医療法人黒﨑整形外科〒811-1213 092-954-2551医療法人黒﨑整形外科黒﨑　省悟 平14.12. 1整外 リハ リウ診療所
     医院 福岡県筑紫郡那珂川町中原二丁目常　勤:    1医院　理事長　黒﨑　 組織変更 現存
     ４番地 (医       1)省悟 平26.12. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 2093181,917,6 医療法人あんどう泌尿〒811-1213 092-954-1616医療法人あんどう泌尿安藤　三英 平16. 2. 1ひ   皮   麻  診療所
     器科クリニック 福岡県筑紫郡那珂川町中原２丁目常　勤:    1器科クリニック　理事 組織変更 現存
     １２７番 (医       1)長　安藤　三英 平28. 2. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 2094181,918,4 医療法人光竹会　ごう〒811-1244 092-951-5219医療法人光竹会　理事草野　卓雄 平18. 2. 1一般 診療所
     脳神経外科クリニック福岡県筑紫郡那珂川町大字山田１常　勤:    3長　呉　義憲 組織変更     一般    19現存
     １５０－１ (医       3) 平30. 2. 1脳外 呼   リハ
     非常勤:    1
     (医       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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 2095181,919,2 医療法人　中島こうや〒811-1213 092-954-1611医療法人　中島こうや中島　孝哉 平19. 1. 1一般 診療所
     クリニック 福岡県筑紫郡那珂川町中原２－１常　勤:    1クリニック　理事長　 組織変更     一般     2現存
     ２７ (医       1)中島　孝哉 平25. 1. 1内   胃   循  
     呼   
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 2096181,920,0 医療法人　田中内科医〒811-1201 092-951-2233医療法人　田中内科医田中　裕隆 平19. 5. 1内   診療所
     院 福岡県筑紫郡那珂川町片縄５丁目常　勤:    1院　理事長　田中　裕 組織変更 現存
     ４５番地の１ (医       1)隆 平25. 5. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 2097182,172,7 ちだクリニック 〒811-1251 092-953-4231千田　悟 千田　悟 昭62.12. 1内   小   診療所
     福岡県筑紫郡那珂川町松木２丁目常　勤:    1 現存
     １８５ (医       1) 平29.12. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 2098201,019,7 山本胃腸科医院 〒819-1116 092-323-5531山本　秀雄 山本　秀雄 昭55. 3. 1外   胃   内  診療所
     福岡県糸島市前原中央三丁目３番常　勤:    1 こう 現存
     ６号 (医       1) 平28. 3. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 2099201,041,1 石井皮フ科クリニック〒819-1117 092-324-7539石井　寛 石井　寛 平18.11. 3皮   診療所
     福岡県糸島市前原西２丁目４番１常　勤:    1 移動 現存
     ８号 (医       1) 平24.11. 3
     非常勤:    1
     (医       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 2100201,043,7 堀田クリニック 〒819-1116 092-324-8668堀田　博明 堀田　博明 平 6.12. 1神   精   診療所
     福岡県糸島市前原中央二丁目５番常　勤:    1 新規 現存
     １４号　山口ビル２Ｆ (医       1) 平27.12. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 2101201,049,4 田中耳鼻咽喉科クリニ〒819-1108 092-321-0008田中　資介 田中　資介 平 8. 7. 1耳い 気食 診療所
     ック 福岡県糸島市波多江駅南２－１－常　勤:    1 新規 現存
     ２０ (医       1) 平29. 7. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 2102201,056,9 宮内内科循環器科 〒819-1118 092-322-0123宮内　陽一 宮内　陽一 平 9.12. 1一般        19診療所
     福岡県糸島市前原北２丁目１２－常　勤:    1 移動 内   循   現存
     ３３ (医       1) 平27.12. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 2103201,062,7 石川内科胃腸科クリニ〒819-1117 092-331-8300石川　剛 石川　剛 平15. 4. 1内   胃   循  診療所
     ック 福岡県糸島市前原西５丁目１１番常　勤:    1 新規 呼   現存
     ２３号 (医       1) 平27. 4. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 2104201,064,3 はまだ皮ふ科クリニッ〒819-1138 092-329-1110濵田　学 濵田　学 平16. 4. 1皮   アレ 形外診療所
     ク 福岡県糸島市前原駅南２丁目２１常　勤:    1 新規 現存
     番１８号 (医       1) 平28. 4. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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 2105201,069,2 日高外科医院 〒819-1601 092-325-0265日高　吉左衛門 日高　吉左衛門 昭56. 3.20一般        19診療所
     福岡県糸島市二丈深江９４５－６常　勤:    1 内   外   整外休止
     (医       1) 平23. 3. 1こう 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 2106201,070,0 宮内医院 〒819-1322 092-328-0877宮内　貞一 宮内　貞一 平 4. 4. 1内   胃   小  診療所
     福岡県糸島市志摩御床２１６５－常　勤:    1 リハ 現存
     ６７ (医       1) 平28. 4. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 2107201,071,8 整形外科　くどうクリ〒819-1601 092-325-9100工藤　勝司 工藤　勝司 平20.11. 1整外 リハ 診療所
     ニック 福岡県糸島市二丈深江１７８３－常　勤:    1 新規 現存
     １ (医       1) 平26.11. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 2108201,072,6 糸島市休日・夜間急患〒819-1112 092-329-1190糸島市　糸島市長　月友田　潔 平22. 1. 1内   小   外  診療所
     センター 福岡県糸島市浦志５３２番地１ 常　勤:    5形　祐二 交代 現存
     (医       5) 平28. 1. 1
     非常勤:   44
     (医      44)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 2109201,073,4 ひめしまクリニック 〒819-1336 092-327-2880医療法人　桜野診療所鷺坂　英輝 平25.11. 1内   診療所
     福岡県糸島市志摩姫島１０８２番常　勤:    1　理事長　鷺坂　英輝 移動 現存
     地１ (医       1) 平25.11. 1
     非常勤:    1
     (医       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 2110201,074,2 やなぎもと内科 〒819-1562 092-324-4691柳本　親利 柳本　親利 平22.10. 1内   消   小  診療所
     福岡県糸島市井田４６９番地１ 常　勤:    1 新規 現存
     (医       1) 平28.10. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 2111201,075,9 前原木村眼科クリニッ〒819-1116 092-321-3123医療法人　前原木村眼木村　亮二 平23. 1. 1眼   診療所
     ク 福岡県糸島市前原中央２丁目８番常　勤:    1科クリニック　理事長 組織変更 現存
     ２３号 (医       1)　木村　亮二 平29. 1. 1
     非常勤:    1
     (医       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 2112201,078,3 医療法人　祐喜会　森〒819-1102 092-324-5525医療法人　祐喜会　理森　尚一郎 平23. 1. 1内   神内 診療所
     内科神経内科医院 福岡県糸島市高田二丁目２１番２常　勤:    1事長　森　尚一郎 組織変更 現存
     ２ (医       1) 平29. 1. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 2113201,079,1 田中整形外科クリニッ〒819-1138 092-323-5800医療法人　田中整形ク田中　幹夫 平24. 5. 1整外 リウ リハ診療所
     ク 福岡県糸島市前原駅南二丁目２１常　勤:    1リニック　理事長　田 組織変更 現存
     番１８号 (医       1)中　幹夫 平30. 5. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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 2114201,084,1 いとしまクリニック 〒819-1124 092-330-6777仲西　寿朗 仲西　寿朗 平29. 5. 7内   胃   ひ  診療所
     糸島市加布里３０－１ 常　勤:    2 移動 現存
     (医       2) 平29. 5. 7
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 2115201,088,2 うえだこどもクリニッ〒819-1138 092-331-8888医療法人うえだこども上田　義治 平26. 1. 1小   アレ 診療所
     ク 福岡県糸島市前原駅南二丁目２１常　勤:    1クリニック　理事長　 組織変更 現存
     番１８号 (医       1)上田　義治 平26. 1. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 2116201,089,0 医療法人社団昭友会た〒819-1123 092-322-2031医療法人社団昭友会　田中　仁 平26. 4. 1一般        11診療所
     なかクリニック 福岡県糸島市神在１３７８番地３常　勤:    5理事長　田中　昭 その他 外   整外 内  現存
     (医       4) 平26. 4. 1循   リハ 
     (薬       1)
     非常勤:    6
     (医       6)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 2117201,103,9 もとよし耳鼻咽喉科ク〒819-1311 092-327-8808本吉　和美 本吉　和美 平26.10. 1耳い アレ 診療所
     リニック 福岡県糸島市志摩津和崎５９ 常　勤:    1 新規 現存
     (医       1) 平26.10. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 2118201,104,7 古賀医院 〒819-1102 092-323-6321古賀　洋介 古賀　洋介 平26.11. 1ひ   皮   内  診療所
     福岡県糸島市高田１－９－３２ 常　勤:    1 新規 現存
     (医       1) 平26.11. 1
     非常勤:    1
     (医       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 2119201,105,4 いとしま　さかい整形〒819-1124 092-332-0173医療法人　笑豊会　理酒井　健次 平27. 4. 1整外 リウ リハ診療所
     外科医院 福岡県糸島市加布里２９番地２ 常　勤:    1事長　酒井　健次 組織変更 現存
     (医       1) 平27. 4. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 2120201,106,2 おくホームクリニック〒819-1313 092-327-3612医療法人　千手会　理奥　研二 平27. 4. 1内   消   外  診療所
     福岡県糸島市志摩稲留５番地 常　勤:    2事長　奥　研二 組織変更 現存
     (医       2) 平27. 4. 1
     非常勤:    1
     (医       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 2121201,108,8 ゆうメンタルクリニッ〒819-1116 092-332-9524柳　受良 柳　受良 平27. 7. 1心内 精   内  診療所
     ク 福岡県糸島市前原中央２－５－１常　勤:    1 新規 現存
     ８　広瀬ビル２Ｆ (医       1) 平27. 7. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 2122201,109,6 いとしま腎クリニック〒819-1102 092-324-0080田中　英晴 田中　英晴 平27. 9. 1内   透析 診療所
     福岡県糸島市高田４丁目１５－３常　勤:    1 新規 現存
     ７ (医       1) 平27. 9. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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 2123201,111,2 ひらの内科クリニック〒819-1105 092-324-0339平野　玄竜 平野　玄竜 平27.11. 1内   消   診療所
     福岡県糸島市潤三丁目２０－３ 常　勤:    1 新規 現存
     (医       1) 平27.11. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 2124201,113,8 筒井内科医院 〒819-1107 092-322-1211医療法人筒井内科医院筒井　 一 平28. 1. 1内   胃   診療所
     福岡県糸島市波多江駅北一丁目８常　勤:    1　理事長　筒井　 一 組織変更 現存
     番１６号 (医       1) 平28. 1. 1
     非常勤:    5
     (医       5)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 2125201,114,6 まえばる泌尿器科クリ〒819-1113 092-322-2882医療法人　西南泌尿器山下　博志 平28. 4. 1ひ   診療所
     ニック 福岡県糸島市前原１０２６番地１常　勤:    1科クリニック　理事長 新規 現存
     (医       1)　持田　蔵 平28. 4. 1
     非常勤:    1
     (医       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 2126201,115,3 田学整形外科クリニ〒819-1104 092-332-8670医療法人　 田学整形櫛田　学 平28. 4. 1整外 リウ リハ診療所
     ック 福岡県糸島市波多江２６８番４ 常　勤:    1外科クリニック　理事 組織変更 現存
     (医       1)長　 田　学 平28. 4. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 2127201,116,1 やわたアイクリニック〒819-1311 092-327-8810八幡　健児 八幡　健児 平28. 6. 1眼   診療所
     福岡県糸島市志摩津和崎６１ 常　勤:    1 新規 現存
     (医       1) 平28. 6. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 2128201,117,9 有田クリニック 〒819-1117 092-322-2061有田　恒彦 有田　恒彦 平28. 6. 1内   外   整外診療所
     福岡県糸島市前原西４－５－２８常　勤:    1 組織変更 現存
     (医       1) 平28. 6. 1
     非常勤:    1
     (医       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 2129201,118,7 糸島こどもとおとなの〒819-1301 092-327-0073社会福祉法人佐賀整肢市丸　智浩 平29. 1. 1小   アレ 整外診療所
     (203,062,1) クリニック 糸島市志摩井田原字新開６３番１常　勤:    4学園　理事長　中尾　 新規 リハ 精   歯  現存
     (医       3)清一郎 平29. 1. 1
     (歯       1)
     非常勤:    4
     (医       4)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 2130201,119,5 あだち脳神経外科クリ〒819-1311 092-327-8080医療法人恵人会　理事安達　直人 平29. 1. 1脳外 診療所
     ニック 糸島市志摩津和崎６０ 常　勤:    1長　安達　直人 組織変更 現存
     (医       1) 平29. 1. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 2131201,121,1 さくらクリニック 〒819-1128 092-332-2330小山　千尋 小山　千尋 平29. 2. 1内   診療所
     糸島市篠原東１－１３－３ 常　勤:    1 新規 現存
     (医       1) 平29. 2. 1
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 2132201,122,9 渡辺整形外科クリニッ〒819-1102 092-322-1023黒木　俊政 黒木　俊政 平29. 4. 1整外 リウ リハ診療所
     ク 糸島市高田４丁目９－１ 常　勤:    1 交代 現存
     (医       1) 平29. 4. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 2133201,123,7 伊都まつもと循環器内〒819-1128 092-329-1383松本　直通 松本　直通 平29. 4. 1内   循   診療所
     科・内科 糸島市篠原東２丁目１９－７ 常　勤:    1 交代 現存
     (医       1) 平29. 4. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 2134201,901,6 福岡県糸島保健所 〒819-1112 092-322-3269福岡県知事　小川　洋岩本　治也 昭53. 7. 1内   放   診療所
     福岡県糸島市浦志二丁目３番１号常　勤:    2 現存
     (医       2) 平29. 3. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 2135201,903,2 糸島医師会病院 〒819-1112 092-322-3631一般社団法人　糸島医冨田　昌良 昭53. 3. 1一般       150地域支援
     福岡県糸島市浦志５３２番地１ 常　勤:   18師会　会長　菊池　正 消   循   神内病院
     (医      18)統 平28. 8. 1呼内 脳内 こう現存
     非常勤:   13 リハ 放   他  
     (医      13)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 2136201,905,7 医療法人　舌間整形外〒819-1119 092-322-1131医療法人　舌間整形外舌間　憲士 昭63. 8. 1一般        13診療所
     科医院 福岡県糸島市前原東２丁目１番１常　勤:    3科医院　理事長　舌間 療養         6現存
     ５号 (医       3)　憲士 平24. 8. 1整外 形外 眼  
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 2137201,906,5 医療法人　福生会　医〒819-1102 092-324-0676医療法人福生会フクヨ福與　健介 平元. 2. 1一般        11診療所
     療法人福生会フクヨ内福岡県糸島市高田四丁目２４番１常　勤:    1内科医院　理事長　福 その他       4現存
     科医院 号 (医       1)與　健介 平28. 2. 1その他       4
     内   リハ 麻  
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 2138201,907,3 医療法人　舌間眼科医〒819-1116 092-324-1456医療法人　舌間眼科医舌間　宴 平元. 5. 1眼   診療所
     院 福岡県糸島市前原中央二丁目２番常　勤:    1院　理事長　舌間　宴 現存
     ２７号 (医       1) 平28. 5. 1
     非常勤:    4
     (医       4)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 2139201,908,1 原田病院 〒819-1132 092-322-1515医療法人　愛光会　理原田　一實 平元.10. 1療養        41病院
     福岡県糸島市有田９１２－４ 常　勤:    2事長　原田　一實 その他      60現存
     (医       2) 平28.10. 1内   胃   リハ
     非常勤:    8
     (医       8)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 2140201,910,7 医療法人　健正会　菊〒819-1102 092-324-4653医療法人　健正会　理菊池　正統 平 4. 8. 1内   診療所
     池内科医院前原 福岡県糸島市高田一丁目９番１６常　勤:    1事長　菊池　正統 現存
     号 (医       1) 平28. 8. 1
     非常勤:    2
     (医       2)
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 2141201,912,3 医療法人恵真会　渡辺〒819-1113 092-323-0013医療法人恵真会　理事牧　信哉 平12.10. 1一般        59病院
     整形外科病院 福岡県糸島市前原１８１１－１ 常　勤:    5長　渡辺　雄 移動 整外 リウ リハ現存
     (医       5) 平24.10. 1麻   
     非常勤:   17
     (医      17)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 2142201,913,1 医療法人　フクヨ耳鼻〒819-1116 092-324-1133医療法人　フクヨ耳鼻福與　和正 平 5.10. 1耳い 気食 アレ診療所
     咽喉科医院 福岡県糸島市前原中央２丁目１３常　勤:    2咽喉科医院　理事長　 組織変更 現存
     番２５号 (医       2)福與　和正 平29.10. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 2143201,914,9 医療法人　太田脳神経〒819-1112 092-323-1251医療法人　太田脳神経太田　辰彦 平 5.12. 1一般 診療所
     外科医院 福岡県糸島市浦志２丁目２１番２常　勤:    2外科医院　理事長　太 組織変更     一般     1現存
     １号 (医       2)田　辰彦 平29.12. 1脳外 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 2144201,915,6 医療法人　藤沢内科ク〒819-1121 092-323-0081医療法人　藤沢内科ク藤澤　和明 平 5.12. 1内   消   循  診療所
     リニック 福岡県糸島市荻浦５９１－６ 常　勤:    1リニック　理事長　藤 組織変更 呼   小   リハ現存
     (医       1)澤　和明 平29.12. 1アレ リウ 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 2145201,916,4 医療法人　波多江外科〒819-1116 092-322-2541医療法人　波多江外科波多江　龍信 平 6.10. 1療養        19診療所
     医院 福岡県糸島市前原中央２丁目１０常　勤:    3医院　理事長　波多江 組織変更 外   整外 現存
     番５３号 (医       3)　康剛 平24.10. 1
     非常勤:    1
     (医       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 2146201,917,2 医療法人　古川医院 〒819-1118 092-322-2059医療法人　古川医院　古川　文 平 6.12. 1内   診療所
     福岡県糸島市前原北１丁目１０番常　勤:    2理事長　古川　文 組織変更 現存
     ３６号 (医       2) 平27.12. 1
     非常勤:    1
     (医       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 2147201,918,0 医療法人菜太会　福田〒819-1116 092-324-5228医療法人菜太会福田眼福田　成彦 平17. 3. 3眼   診療所
     眼科クリニック 福岡県糸島市前原中央３丁目１５常　勤:    1科クリニック　理事長 移動 現存
     番３６号 (医       1)　福田　成彦 平29. 3. 3
     非常勤:    1
     (医       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 2148201,919,8 医療法人　やました小〒819-1112 092-324-4727医療法人　やました小山下　祐二 平 7. 8. 1小   診療所
     児科医院 福岡県糸島市浦志三丁目２番１号常　勤:    1児科医院　理事長　山 組織変更 現存
     (医       1)下　祐二 平28. 8. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 2149201,920,6 医療法人　進藤医院 〒819-1102 092-323-5656医療法人　進藤医院　進藤　憲文 平 8. 5. 1外   内   胃  診療所
     福岡県糸島市高田一丁目４番２１常　勤:    2理事長　進藤　憲文 組織変更 小   現存
     号 (医       2) 平29. 5. 1
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 2150201,922,2 医療法人　おおくぼ皮〒819-1108 092-324-8111医療法人　おおくぼ皮大久保　慶二 平 9. 7. 1皮   アレ 診療所
     ふ科クリニック 福岡県糸島市波多江駅南１丁目８常　勤:    1ふ科クリニック　理事 組織変更 現存
     番１６号 (医       1)長　大久保　慶二 平24. 7. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 2151201,923,0 医療法人　愛生会　馬〒819-1113 092-322-2198医療法人愛生会馬渡産馬渡　秀仁 平10.12. 1一般        16診療所
     渡産婦人科医院 福岡県糸島市前原１０３１番地 常　勤:    2婦人科医院　理事長　 組織変更 内   産婦 現存
     (医       2)馬渡　秀仁 平28.12. 1
     非常勤:    2
     (医       2)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 2152201,924,8 医療法人　順心会　中〒819-1104 092-324-6000医療法人　順心会　理中村　祐一郎 平11. 1. 1一般        19診療所
     村循環器科心臓外科医福岡県糸島市波多江２６３番地１常　勤:    5事長　中村　祐一郎 組織変更 循   内   小  現存
     院 (医       4) 平29. 1. 1心外 外   整外
     (薬       1) リハ 呼   アレ
     非常勤:    1 透析 
     (医       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 2153201,926,3 井上病院 〒819-1104 092-322-3437医療法人誠心会　理事井上　健 平15. 9. 1一般 病院
     福岡県糸島市波多江６９９番地１常　勤:   10長　井上　健 移動     一般    73現存
     (医      10) 平27. 9. 1外   内   整外
     非常勤:   15 リハ 
     (医      15)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 2154201,928,9 医療法人　松田ひふ科〒819-1116 092-322-2381医療法人　松田ひふ科松田　哲男 平12.12. 1皮   診療所
     医院 福岡県糸島市前原中央二丁目２番常　勤:    2医院　理事長　松田　 組織変更 現存
     ６号 (医       2)哲男 平24.12. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 2155201,929,7 医療法人　みぞべ内科〒819-1107 092-322-2672医療法人　みぞべ内科芝野　竜一 平12.12. 1内   循   心外診療所
     循環器医院 福岡県糸島市波多江駅北三丁目１常　勤:    3循環器医院　理事長　 組織変更 現存
     ８番１８号 (医       3)芝野　竜一 平24.12. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 2156201,930,5 医療法人　はまだ内科〒819-1108 092-321-1100医療法人　はまだ内科濵田　正 平14. 1. 1内   アレ リハ診療所
     クリニック 福岡県糸島市波多江駅南二丁目１常　勤:    1クリニック　理事長　 組織変更 神内 現存
     番１８号 (医       1)濵田　正 平26. 1. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 2157201,932,1 医療法人合屋産婦人科〒819-1108 092-324-8403医療法人合屋産婦人科合屋　英俊 平15. 1. 1一般        16診療所
     福岡県糸島市波多江駅南二丁目２常　勤:    1　理事長　合屋　英俊 組織変更 産婦 現存
     ０番１号 (医       1) 平27. 1. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 2158201,933,9 医療法人奥小児科医院〒819-1116 092-322-3361医療法人奥小児科医院奥　郁美 平15. 1. 1一般         9診療所
     福岡県糸島市前原中央二丁目９番常　勤:    2　理事長　奥　郁美 組織変更 小   内   現存
     ３５号 (医       2) 平27. 1. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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 2159201,934,7 医療法人田中みのる内〒819-1137 092-331-2210医療法人田中みのる内田中　実 平15. 4. 1内   小   消  診療所
     科 福岡県糸島市南風台８丁目４番１常　勤:    1科　理事長　田中　実 組織変更 循   呼内 アレ現存
     ０号 (医       1) 平27. 4. 1
     非常勤:    1
     (医       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 2160201,935,4 鎌田医院 〒819-1118 092-322-2156医療法人鎌田医院　理鎌田　重之 平16. 6. 1消   こう 内  診療所
     福岡県糸島市前原北一丁目１０番常　勤:    2事長　鎌田　重之 組織変更 外   他   現存
     ２９号 (医       2) 平28. 6. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 2161201,936,2 医療法人　才全会　伊〒819-1104 092-321-3377医療法人　才全会　西大島　章 平17.11. 1一般         5診療所
     都クリニック 福岡県糸島市波多江２６５番１ 常　勤:    2新クリニック　理事長 新規 内   外   現存
     (医       2)　松嶋　哲哉 平29.11. 1
     非常勤:   22
     (医      22)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 2162201,937,0 医療法人　友田外科医〒819-1112 092-322-3363医療法人　友田外科医友田　潔 平18. 1. 1外   整外 内  診療所
     院 福岡県糸島市浦志２丁目１番３７常　勤:    1院　理事長　友田　潔 組織変更 胃   こう 現存
     号 (医       1) 平30. 1. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 2163201,938,8 医療法人ＯＭＣ　大塚〒819-1116 092-331-9010医療法人　ＯＭＣ　理冨滿　久教 平19. 1. 1内   神内 リハ診療所
     内科神経内科医院 福岡県糸島市前原中央２丁目４番常　勤:    2事長　冨滿　久教 組織変更 現存
     １７号 (医       2) 平25. 1. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 2164201,939,6 医療法人　まさき循環〒819-1113 092-330-7070医療法人　まさき循環 﨑　浩行 平19. 5. 1循   内   診療所
     器科内科クリニック 福岡県糸島市前原１０１８－３ 常　勤:    2器科内科クリニック　 組織変更 現存
     (医       2)理事長　 﨑　浩行 平25. 5. 1
     非常勤:    1
     (医       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 2165201,940,4 木村整形外科 〒819-1116 092-321-3031医療法人　志誠会　理木村　慎吾 平19. 5. 1整外 リハ リウ診療所
     福岡県糸島市前原中央３丁目１２常　勤:    2事長　木村　慎吾 組織変更 現存
     番７号 (医       2) 平25. 5. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 2166201,942,0 医療法人　瑛和会　は〒819-1104 092-332-9520医療法人　瑛和会　理宮原　千佳子 平21. 4. 1眼   診療所
     たえ眼科 福岡県糸島市波多江２６６－１ 常　勤:    1事長　川﨑　貴子 新規 現存
     (医       1) 平27. 4. 1
     非常勤:    7
     (医       7)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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 2167201,944,6 可也病院 〒819-1314 092-327-0131医療法人社団　桜珠会栗田　輝久 昭60. 1. 1精神       253病院
     福岡県糸島市志摩師吉１２００番常　勤:    7　理事長　栗田　輝久 内   精   神  現存
     地 (医       7) 平30. 1. 1循   リハ 
     非常勤:   20
     (医      20)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 2168201,945,3 医療法人　奥医院 〒819-1312 092-327-0788医療法人　奥医院　理奥　洋 平 7. 6. 1一般        19診療所
     福岡県糸島市志摩初４１－１ 常　勤:    2事長　奥　洋 組織変更 外   内   胃  現存
     (医       2) 平28. 6. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 2169201,946,1 さくらのクリニック 〒819-1304 092-327-2880医療法人　桜野診療所鷺坂　英輝 平 7. 8. 1内   循   胃  診療所
     福岡県糸島市志摩桜井２４３５－常　勤:    1　理事長　鷺坂　英輝 組織変更 神内 現存
     １７ (医       1) 平28. 8. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 2170201,947,9 医療法人善優会　岩隈〒819-1322 092-328-2525医療法人　善優会　理髙妻　一郎 平10. 4. 1内   外   胃  診療所
     医院 福岡県糸島市志摩御床９１番地９常　勤:    3事長　中山　茂春 組織変更 現存
     (医       3) 平28. 4. 1
     非常勤:    1
     (医       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 2171201,948,7 クリニック・パキス 〒819-1321 092-327-3123医療法人　波多江外科大塚　吉郎 平11. 5. 1リハ 診療所
     福岡県糸島市志摩小富士２５８番常　勤:    1医院　理事長　波多江 新規 現存
     地 (医       1)　康剛 平29. 5. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 2172201,949,5 医療法人　上田内科医〒819-1623 092-325-3370医療法人　上田内科医上田　昌博 平11.12. 1内   循   呼  診療所
     院 福岡県糸島市二丈石崎７６番地４常　勤:    1院　理事長　上田　昌 組織変更 現存
     (医       1)博 平29.12. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 2173201,950,3 医療法人菜太会福田眼〒819-1601 092-325-1172医療法人菜太会福田眼光本　拓也 平20. 7. 1眼   診療所
     科二丈クリニック 福岡県糸島市二丈深江１０６４－常　勤:    2科クリニック　理事長 新規 現存
     １ (医       2)　福田　成彦 平26. 7. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 2174201,951,1 小富士病院 〒819-1331 092-328-2334医療法人　八春会　理粕谷　和男 昭60. 8. 1療養        44病院
     福岡県糸島市志摩久家２４００ 常　勤:    9事長　粕谷　和男 その他      27現存
     (医       9) 平24. 8. 1内   神   呼  
     非常勤:    7 リハ 
     (医       7)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 2175201,952,9 医療法人　福吉病院 〒819-1641 092-326-5503医療法人　福吉病院　朔　錦 昭53. 8. 1療養        25病院
     福岡県糸島市二丈吉井４０２５－常　勤:    4理事長　朔　錦 その他      19現存
     １ (医       3) 平29. 8. 1内   小   呼  
     (薬       1) 循   
     非常勤:    9
     (医       9)
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 2176201,953,7 みやこだ医院 〒819-1601 092-325-1141医療法人　都田医院　都田　憲司 平24. 5.30内   消   診療所
     福岡県糸島市二丈深江１２１７番常　勤:    2理事長　都田　梅司 移動 現存
     地６ (医       2) 平30. 5.30
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 2177201,954,5 みなかぜ病院 〒819-1129 092-322-3261医療法人せいわ会　理堤　淳 平22. 2. 1精神       205病院
     福岡県糸島市篠原西１－１４－１常　勤:    5事長　大橋　晋弘 交代 精   心内 内  現存
     (医       5) 平28. 2. 1
     非常勤:   15
     (医      15)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 2178201,955,2 医療法人　今村耳鼻咽〒819-1113 092-322-2221医療法人　今村耳鼻咽今村　信秀 平22. 6. 1耳い アレ 診療所
     喉科医院 福岡県糸島市前原１０２６番地１常　勤:    1喉科医院　理事長　今 交代 現存
     (医       1)村　信秀 平28. 6. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 2179202,024,6 田中医院 〒819-1102 092-324-0055田中　幹久 田中　幹久 昭56. 5. 1一般    診療所
     福岡県糸島市高田四丁目１８－１常　勤:    1 内   小   現存
     ６ (医       1) 平29. 5. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 2180202,034,5 知花医院 〒819-1117 092-322-1155知花　英彬 知花　英彬 平 2.12. 9内   小   診療所
     福岡県糸島市前原西４丁目７番１常　勤:    1 現存
     ６号 (医       1) 平29.12. 9
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 2181202,035,2 産乃宮内科胃腸科医院〒819-1107 092-323-1515古賀　東一郎 古賀　東一郎 平 3. 2. 1内   胃   診療所
     福岡県糸島市波多江駅北２丁目１常　勤:    1 現存
     ５番１７号 (医       1) 平30. 2. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 2182211,075,7 黒岩外科医院 〒834-0031 0943-23-2858黒岩　光 黒岩　光 昭56. 1.29内   外   診療所
     福岡県八女市本町１番地の２８１常　勤:    1 現存
     の５ (医       1) 平29. 1. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 2183211,076,5 胃腸科外科大内医院 〒834-0042 0943-24-1398大内　八束 大内　八束 昭57. 9. 1胃   外   こう診療所
     福岡県八女市酒井田２７９の４ 常　勤:    1 現存
     (医       1) 平24. 9. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 2184211,082,3 くまの皮膚科医院 〒834-0024 0943-22-5878熊野　修治 熊野　修治 平 2. 5. 1皮   アレ 診療所
     福岡県八女市津江５４８－９ 常　勤:    1 現存
     (医       1) 平29. 5. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 2185211,088,0 山田医院 〒834-0031 0943-23-4853山田　宏平 山田　宏平 平 7. 4.13内   放   診療所
     福岡県八女市本町１－２３２－６常　勤:    1 交代 現存
     (医       1) 平28. 4.13
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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 2186211,091,4 麻生医院 〒834-0001 0943-23-5800麻生　重明 麻生　重明 平 8.11. 1消   外   こう診療所
     福岡県八女市宅間田字土穴２－１常　勤:    1 新規 リハ 現存
     ８ (医       1) 平29.11. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 2187211,094,8 東医院 〒834-0031 0943-23-5212東　道夫 東　道夫 平11. 1. 5内   小   診療所
     福岡県八女市本町７７３－６ 常　勤:    1 交代 現存
     (医       1) 平29. 1. 5
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 2188211,098,9 下津浦医院 〒834-0024 0943-22-2564下津浦　宏之 下津浦　宏之 平13. 6. 1皮   内   神内診療所
     福岡県八女市津江５５番地の１ 常　勤:    1 新規 現存
     (医       1) 平25. 6. 1
     非常勤:    1
     (医       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 2189211,099,7 藤本産婦人科小児科 〒834-0031 0943-23-2733藤本　俊 藤本　俊 平15. 1. 9一般        17診療所
     福岡県八女市本町５２７ 常　勤:    3 交代 産婦 小   麻  現存
     (医       3) 平27. 1. 9
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 2190211,101,1 長崎眼科クリニック 〒834-0063 0943-22-6123長崎　比呂志 長崎　比呂志 平17. 4. 1眼   診療所
     福岡県八女市本村９３６－１ 常　勤:    1 新規 現存
     (医       1) 平29. 4. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 2191211,102,9 井上クリニック 〒834-0031 0943-30-2020井上　光昭 井上　光昭 平19.10.29内   胃   小  診療所
     福岡県八女市本町２番７２５号 常　勤:    1 移動 こう 外   アレ現存
     (医       1) 平25.10.29
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 2192211,104,5 後藤内科医院 〒834-1102 0943-54-2221後藤　雅史 後藤　雅史 平15. 1. 1内   呼   消  診療所
     福岡県八女市上陽町北川内４４２常　勤:    1 交代 循   アレ 小  現存
     (医       1) 平27. 1. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 2193211,106,0 吉山クリニック 〒834-0047 0943-30-2200吉山　秀樹 吉山　秀樹 平20. 4. 1内   循   診療所
     福岡県八女市稲富１２９番地１ 常　勤:    1 新規 現存
     (医       1) 平26. 4. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 2194211,109,4 みやざき内科 〒834-0074 0943-37-0008宮崎　礼寿 宮崎　礼寿 平10. 9. 1内   消   胃  診療所
     福岡県八女市立花町谷川１１０２常　勤:    1 新規 小   現存
     番地の２ (医       1) 平28. 9. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 2195211,116,9 八女市矢部診療所 〒834-1402 0943-47-2700八女市長　三田村　統姫野　洋平 平22. 2. 1内   外   整外診療所
     福岡県八女市矢部村矢部４０５８常　勤:    1之 交代 現存
     番地１ (医       1) 平28. 2. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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 2196211,117,7 新やなぎ健診クリニッ〒834-0006 医療法人　柳育会　理柳　泉 平22.11. 1内   診療所
     ク 福岡県八女市吉田１３４－１ 常　勤:    1事長　栁　克司 新規 現存
     (医       1) 平28.11. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 2197211,118,5 みどりの杜病院 〒834-0051 0943-23-0002公立八女総合病院企業原口　勝 平23. 5. 1一般        30病院
     福岡県八女市立野３６２番地１ 常　勤:    5団　企業長　平城　守 新規 内   現存
     (医       5) 平29. 5. 1
     非常勤:    7
     (医       7)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 2198211,119,3 山口医院 〒834-0201 0943-52-3131医療法人　山口医院　山口　弦二朗 平24. 1. 1内   小   診療所
     福岡県八女市星野村１２０３８番常　勤:    1理事長　山口　弦二朗 組織変更 現存
     地 (医       1) 平30. 1. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 2199211,121,9 社会医療法人天神会　〒834-0083 0943-36-0010社会医療法人天神会　秋吉　俊則 平25. 1. 1内   循   整外診療所
     辺春診療所 福岡県八女市立花町上辺春１０８常　勤:    1理事長　古賀　伸彦 新規 現存
     ０番地 (医       1) 平25. 1. 1
     非常勤:    3
     (医       3)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 2200211,122,7 原医院 〒834-1217 0943-42-0336医療法人　原医院　理原　陽一 平25. 1. 1一般         9診療所
     福岡県八女市黒木町黒木７３番地常　勤:    2事長　原　陽一 組織変更 内   小   神内現存
     １ (医       2) 平25. 1. 1放   
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 2201211,123,5 今村循環器内科 〒834-1213 0943-33-2115医療法人今村医院　理今村　陽一 平25. 2. 1内   呼   循  診療所
     福岡県八女市黒木町本分９３１番常　勤:    1事長　今村　陽一 組織変更 アレ 現存
     地１ (医       1) 平25. 2. 1
     非常勤:    1
     (医       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 2202211,124,3 医療法人尚惠会　冨田〒834-1217 0943-42-0173医療法人尚惠会　理事冨田　尚文 平26. 1. 1小   診療所
     医院 福岡県八女市黒木町黒木８７番地常　勤:    1長　冨田　尚文 組織変更 現存
     １ (医       1) 平26. 1. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 2203211,126,8 よしだ胃腸内科クリニ〒834-0066 0943-23-3806医療法人　吉田胃腸内吉田　光 平27. 5. 1内   消   診療所
     ック 福岡県八女市室岡５３４番地１ 常　勤:    1科医院　理事長　吉田 交代 現存
     (医       1)　光 平27. 5. 1
     非常勤:    1
     (医       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 2204211,127,6 古川脳神経外科医院 〒834-0023 0943-22-2301医療法人さくらさく　古川　義彦 平28. 1. 1脳外 神内 診療所
     福岡県八女市馬場６０３番 常　勤:    1理事長　古川　義彦 組織変更 現存
     (医       1) 平28. 1. 1
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 2205211,128,4 まえだ耳鼻咽喉科クリ〒834-0047 0943-30-1187医療法人まえだ耳鼻咽前田　明輝 平28. 1. 1耳い 外   気食診療所
     ニック 福岡県八女市稲富１３６番地１ 常　勤:    1喉科クリニック　理事 組織変更 現存
     (医       1)長　前田　明輝 平28. 1. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 2206211,129,2 中島医院 〒834-1213 0943-42-0235医療法人中島医院　理中島　研一 平28.12. 1内   小   診療所
     八女市黒木町本分７５７－３ 常　勤:    2事長　中島　研一 交代 現存
     (医       2) 平28.12. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 2207211,130,0 八媛病院 〒834-0015 0943-22-4176医療法人八女健朋会　山田　朔郎 平30. 2. 1療養       108病院
     八女市本１４８６番地 常　勤:    2理事長　山田　朔郎 組織変更 内   療養病床
     (医       2) 平30. 2. 1 現存
     非常勤:    6
     (医       6)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 2208211,902,2 医療法人社団　筑水会〒834-0006 0943-23-5131医療法人社団　筑水会國芳　雅広 昭58. 4. 1精神       284病院
     　筑水会病院 福岡県八女市吉田１１９１ 常　勤:    7　理事長　國芳　雅広 精   神   内  現存
     (医       7) 平29.10. 1心内 
     非常勤:   11
     (医      11)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 2209211,905,5 福岡県南筑後保健福祉〒834-0063 0943-23-4197福岡県知事　小川　洋陳　曦 昭52. 7. 1内   精   呼内診療所
     環境事務所八女分庁舎福岡県八女市本村２５番地 常　勤:    1 性   放   現存
     (医       1) 平28. 7. 1
     非常勤:    4
     (医       4)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 2210211,910,5 公立八女総合病院 〒834-0034 0943-23-4131公立八女総合病院企業平城　守 昭57. 4. 1一般       300総合病院
     (213,079,3) 福岡県八女市高塚５４０－２ 常　勤:   64団　企業長　平城　守 消   内   呼内現存
     (医      61) 平30. 2. 1神内 こう 外  
     (歯       1) 呼外 整外 産婦
     (薬       2) 脳外 ひ   放  
     非常勤:    1 耳い 皮   眼  
     (医       1) 小   リハ 麻  
     精   リウ 病理
     臨床 歯外 他  
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 2211211,911,3 医療法人　大渕耳鼻咽〒834-0005 0943-23-2811医療法人　大渕耳鼻咽大渕　晋輔 平元. 9. 1一般    診療所
     喉科医院 福岡県八女市大島５３０ 常　勤:    2喉科医院　理事長　大 耳い 現存
     (医       2)渕　正博 平28. 9. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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 2212211,913,9 柳病院 〒834-0006 0943-23-2176医療法人　柳育会　理浦口　憲一郎 平21.10. 1一般        86病院
     福岡県八女市吉田２番地１ 常　勤:   10事長　栁　克司 移動 療養        49現存
     (医       9) 平27.10. 1外   消   ひ  
     (薬       1) 整外 循   放  
     非常勤:   26 神   リハ 
     (医      26)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 2213211,914,7 医療法人冨田眼科医院〒834-0063 0943-23-3455医療法人冨田眼科医院冨田　憲 平 2. 8. 1眼   診療所
     福岡県八女市本村３５２－２ 常　勤:    2　理事長　冨田　憲 現存
     (医       2) 平29. 8. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 2214211,915,4 医療法人　正慈会　草〒834-0004 0943-23-5171医療法人正慈会　理事草場　健 平 2. 8. 1一般        13診療所
     場内科循環器科医院 福岡県八女市納楚４４６－１ 常　勤:    2長　草場　健 療養         6現存
     (医       2) 平29. 8. 1内   呼   消  
     非常勤:    3 循   小   リハ
     (医       3) 放   
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 2215211,916,2 医療法人社団慶仁会　〒834-0024 0943-23-3005医療法人社団　慶仁会稗田　寛 平13. 5. 1一般        95病院
     川崎病院 福岡県八女市津江５３８番地 常　勤:   18　理事長　川崎　裕司 移動 療養       120現存
     (医      18) 平25. 5. 1整外 形外 麻  
     非常勤:   11 脳外 内   リウ
     (医      11) リハ 放   
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 2216211,917,0 医療法人　柳育会　八〒834-0006 0943-23-7272医療法人　柳育会　理栁　東次郎 平 3.11. 1一般        51病院
     (213,817,6) 女リハビリ病院 福岡県八女市吉田２２２０－１ 常　勤:   11事長　栁　克司 療養       139療養病床
     (医       7) 平24.11. 1内   外   リハ現存
     (歯       1) 歯   整外 放  
     (薬       3)
     非常勤:   20
     (医      19)
     (歯       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 2217211,918,8 医療法人　三浦医院 〒834-0031 0943-23-3928医療法人　三浦医院　北村　尚久 平 4.12. 1内   循   皮  診療所
     福岡県八女市本町４９７－１ 常　勤:    3理事長　北村　尚久 現存
     (医       3) 平28.12. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 2218211,920,4 医療法人　古賀泌尿器〒834-0023 0943-24-3121医療法人　古賀泌尿器古賀　弘 平 6. 1. 1ひ   性   皮  診療所
     クリニック 福岡県八女市馬場７４番地２ 常　勤:    2クリニック　理事長　 組織変更 現存
     (医       2)古賀　弘 平30. 1. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 2219211,921,2 医療法人　戸次循環器〒834-0023 0943-22-3100医療法人　戸次循環器戸次　久敏 平 7. 8. 1一般    診療所
     科内科医院 福岡県八女市馬場４５４－６ 常　勤:    1科内科医院　理事長　 組織変更 循   消   内  現存
     (医       1)戸次　久敏 平28. 8. 1小   
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 2220211,922,0 医療法人　慈母会　池〒834-0063 0943-23-5555医療法人　慈母会　池池田　雅紀 平 9. 1. 1一般        16診療所
     田レディスクリニック福岡県八女市本村５６番地３ 常　勤:    2田レディスクリニック 組織変更 産   婦   現存
     (医       2)　理事長　池田　雅紀 平30. 1. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 2221211,923,8 医療法人　いしもと小〒834-0062 0943-22-7111医療法人　いしもと小石本　耕治 平10. 5. 1小   診療所
     児科医院 福岡県八女市岩崎３３番３ 常　勤:    1児科医院　理事長　石 組織変更 現存
     (医       1)本　耕治 平28. 5. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 2222211,924,6 医療法人　平野眼科医〒834-0031 0943-23-5550医療法人　平野眼科医平野　剛史 平11. 5. 1眼   診療所
     院 福岡県八女市本町２番地の１７ 常　勤:    1院　理事長　平野　剛 組織変更 現存
     (医       1)史 平29. 5. 1
     非常勤:    1
     (医       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 2223211,925,3 医療法人　江上内科ク〒834-0031 0943-24-0113医療法人　江上内科ク江上　純一 平11.10. 1一般         1診療所
     リニック 福岡県八女市本町字五丁野２番地常　勤:    2リニック　理事長　江 組織変更 内   循   透析現存
     ６３ (医       2)上　純一 平29.10. 1他   
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 2224211,926,1 医療法人　城戸医院 〒834-0055 0943-23-5303医療法人　城戸医院　城戸　祐一郎 平11.12. 1外   内   消  診療所
     福岡県八女市鵜池７番地 常　勤:    1理事長　城戸　祐一郎 組織変更 リハ 現存
     (医       1) 平29.12. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 2225211,927,9 医療法人　ごんどう内〒834-0012 0943-23-3010医療法人　ごんどう内権藤　和久 平12. 5. 1内   消   診療所
     科クリニック 福岡県八女市山内５８４番地の１常　勤:    1科クリニック　理事長 組織変更 現存
     (医       1)　権藤　和久 平30. 5. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 2226211,928,7 医療法人今里整形外科〒834-0034 0943-23-7715医療法人今里整形外科今里　博司 平14. 5. 1整外 リハ リウ診療所
     クリニック 福岡県八女市高塚１０８ー１ 常　勤:    1クリニック　理事長　 組織変更 現存
     (医       1)今里　博司 平26. 5. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 2227211,929,5 医療法人雄心会なかし〒834-0064 0943-25-6200医療法人雄心会　理事本田　邦臣 平15. 1. 1内   胃   診療所
     ま胃腸科 福岡県八女市蒲原１０８６番地の常　勤:    2長　平瀬　久義 組織変更 現存
     ３ (医       2) 平27. 1. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 2228211,930,3 東洋医学　ひぐちクリ〒834-0005 0943-22-2765医療法人樋口整形外科樋口　理 平15. 1. 1整外 外   リハ診療所
     ニック 福岡県八女市大島１８番地の１ 常　勤:    2　理事長　樋口　理 組織変更 リウ 現存
     (医       2) 平27. 1. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 2229211,931,1 中野内科循環器科 〒834-0006 0943-25-3010医療法人　健衆会　理中野　保彦 平16.12. 1内   呼   循  診療所
     福岡県八女市吉田１５７０番地の常　勤:    1事長　中野　保彦 組織変更 リハ 現存
     ３ (医       1) 平28.12. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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 2230211,932,9 富田クリニック 〒834-0064 0943-24-4810医療法人　崇徳会　理富田　暢 平17.12. 1脳外 リハ 診療所
     福岡県八女市蒲原１２９５番地３常　勤:    2事長　富田　暢 組織変更 現存
     (医       2) 平29.12. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 2231211,933,7 医療法人　栄泉会　し〒834-1102 0943-33-7373医療法人　栄泉会　理柴田　栄次郎 平17. 5. 1外   循   消  診療所
     ばた医院 福岡県八女市上陽町北川内１８６常　勤:    1事長　柴田　栄次郎 組織変更 小外 リハ 小  現存
     番地２ (医       1) 平29. 5. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 2232211,934,5 医療法人　久美愛福岡〒834-0201 0943-52-3135医療法人　久美愛福岡坂田　博美 昭55. 1. 1療養       160病院
     　耳納高原病院 福岡県八女市星野村字古道７２７常　勤:    4　理事長　坂田　博美 内   リハ 現存
     ７－７ (医       3) 平28. 1. 1
     (薬       1)
     非常勤:   34
     (医      34)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 2233211,935,2 医療法人　財団　クリ〒834-1221 0943-42-0887医療法人財団クリニッ中川　鉄朗 平 7. 1. 1内   眼   耳い診療所
     ニックくろぎ 福岡県八女市黒木町今５４３－１常　勤:    1クくろぎ　理事長　中 組織変更 外   リハ 現存
     (医       1)川　鉄朗 平28. 1. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 2234211,936,0 医療法人　中村内科医〒834-0074 0943-37-1601医療法人　中村内科医中村　卓郎 平12. 6. 1内   小   放  診療所
     院 福岡県八女市立花町谷川１１７６常　勤:    1院　理事長　中村　卓 組織変更 現存
     －２ (医       1)郎 平30. 6. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 2235211,937,8 医療法人　角整形外科〒834-1221 0943-33-2121医療法人　角整形外科角　典洋 平12.12. 1整外 リウ リハ診療所
     医院 福岡県八女市黒木町今８番の１０常　勤:    1医院　理事長　角　典 組織変更 現存
     (医       1)洋 平24.12. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 2236211,938,6 たちばな森の里クリニ〒834-0084 0943-35-1000医療法人社団直心会　岡本　直幸 平16. 4. 1内   小   神内診療所
     ック 福岡県八女市立花町白木字東一の常　勤:    1理事長　岡本直幸 新規 リハ 現存
     瀬６１０－１ (医       1) 平28. 4. 1
     非常勤:    2
     (医       2)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 2237211,940,2 医療法人　岡村医院 〒834-0085 0943-23-2770医療法人　岡村医院　岡村　泰賢 平元. 6. 1内   皮   胃  診療所
     福岡県八女市立花町北山８２２－常　勤:    2理事長　岡村　泰賢 現存
     ３ (医       2) 平28. 6. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 2238211,941,0 医療法人　林医院 〒834-0081 0943-23-5557医療法人　林医院　理林　美洋 平元.10. 1外   整外 胃  診療所
     福岡県八女市立花町山崎２２０４常　勤:    2事長　林　榮一 リハ 皮   現存
     －２ (医       2) 平28.10. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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 2239221,238,9 吉村外科胃腸科医院 〒839-0861 0942-43-1122吉村　文雄 吉村　文雄 昭42. 3. 1一般        15診療所
     福岡県久留米市合川町２４－５ 常　勤:    1 療養         4休止
     (医       1) 平24. 3. 1胃   外   整外
     皮   ひ   こう
     リハ 放   
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 2240221,292,6 山田整形外科医院 〒830-0023 0942-39-2020山田　収 山田　収 昭47. 1. 1整外 リウ リハ診療所
     福岡県久留米市中央町１１－１２常　勤:    2 現存
     (医       2) 平29. 1. 1
     非常勤:    1
     (医       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 2241221,307,2 楢橋医院 〒830-0033 09 楢橋　勝利 楢橋　勝利 昭55. 4. 1皮   ひ   診療所
     福岡県久留米市天神町９５番地 常　勤:    1 現存
     (医       1) 平28. 4. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 2242221,311,4 田尻外科胃腸科医院 〒830-0063 0942-26-6930田尻　進 田尻　進 昭48.12. 1一般 診療所
     福岡県久留米市荒木町荒木字東山常　勤:    1     一般     5現存
     １９６３－２０ (医       1) 平27.12. 1療養
         療養     6
     胃   外   
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 2243221,320,5 田中内科胃腸科医院 〒839-0863 0942-38-6361田中　幹夫 田中　幹夫 昭50. 3. 1内   胃   循  診療所
     福岡県久留米市国分町５７０－３常　勤:    1 現存
     (医       1) 平29. 3. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 2244221,328,8 加納内科医院 〒830-0045 0942-38-9621加納　英実 加納　英實 昭50.11. 1内   呼   胃  診療所
     福岡県久留米市小頭町１５４ 常　勤:    1 循   小   現存
     (医       1) 平28. 1. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 2245221,329,6 石原外科胃腸科医院 〒839-0801 0942-39-5609石原　信光 石原　信光 昭50.11. 1胃   外   整外診療所
     福岡県久留米市宮ノ陣六丁目２１常　勤:    1 現存
     －８ (医       1) 平29.11. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 2246221,353,6 薬師寺泌尿器科クリニ〒839-0863 0942-22-0310薬師寺　道則 薬師寺　道則 昭53. 9. 1一般    診療所
     ック 福岡県久留米市国分町西原１５３常　勤:    1 ひ   現存
     ８番地の３０ (医       1) 平29. 9. 1
     非常勤:    1
     (医       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 2247221,356,9 小川内科医院 〒830-0037 0942-35-6611小川　又 小川　又 昭54. 9. 3内   神   呼  診療所
     福岡県久留米市諏訪野町諏訪の前常　勤:    1 消   循   現存
     ２３２０－１ (医       1) 平24. 9. 1
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 2248221,365,0 姫野整形外科医院 〒830-0063 0942-26-8171姫野　礼吉 姫野　礼吉 昭56. 5. 1整外 診療所
     福岡県久留米市荒木町荒木字東山常　勤:    1 現存
     １９６０－５ (医       1) 平29. 5. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 2249221,380,9 親和胃腸科内科医院 〒830-0003 0942-32-4013古賀　大士 古賀　大士 昭58. 3. 8一般         7診療所
     福岡県久留米市東櫛原町１５０４常　勤:    1 内   胃   現存
     (医       1) 平28. 3. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 2250221,386,6 久留米中央田中医院 〒839-0861 0942-33-1737田中　義憲 田中　義憲 昭59. 5. 1一般        11診療所
     福岡県久留米市合川町松ノ本２０常　勤:    1 内   胃   放  現存
     ４９－１ (医       1) 平29. 5. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 2251221,388,2 山手医院 〒830-0061 0942-33-1830山手　貞義 山手　貞義 昭59.11. 1内   小   リハ診療所
     福岡県久留米市津福今町字高低４常　勤:    1 現存
     ８０番８０ (医       1) 平29.11. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 2252221,393,2 矢野整形外科医院 〒830-0059 0942-33-1611矢野　荘一 矢野　荘一 昭60. 9. 1整外 リハ 診療所
     福岡県久留米市江戸屋敷一丁目１常　勤:    1 現存
     番１０号 (医       1) 平24. 9. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 2253221,397,3 草場胃腸医院外科小児〒830-0022 0942-34-2102草場　盛雄 草場　盛雄 昭61. 4. 1胃   小   外  診療所
     外科 福岡県久留米市城南町３－５ 常　勤:    1 現存
     (医       1) 平28. 4. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 2254221,405,4 つつみ内科医院 〒839-0851 0942-44-0941堤　薫子 堤　薫子 昭62. 3. 1内   小   診療所
     福岡県久留米市御井矢取２２４１常　勤:    1 現存
     の４ (医       1) 平29. 3. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 2255221,413,8 吉田皮膚科医院 〒839-0861 0942-43-5057吉田　紀子 吉田　紀子 昭63. 4. 1皮   診療所
     福岡県久留米市合川町字南１１２常　勤:    1 現存
     ７－１５ (医       1) 平30. 4. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 2256221,418,7 安藤整形外科医院 〒830-0032 0942-32-3030安藤　季彦 安藤　季彦 平 9. 4.14整外 内   診療所
     福岡県久留米市東町２９ー７ 常　勤:    1 移動 現存
     (医       1) 平30. 4.14
     非常勤:    1
     (医       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 2257221,421,1 猿渡整形外科医院 〒839-0863 0942-21-8866猿渡　勝義 猿渡　勝義 平 2. 1. 1一般        19診療所
     福岡県久留米市国分町９９９－２常　勤:    1 整外 リハ 現存
     (医       1) 平29. 1. 1
     非常勤:    1
     (医       1)
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 2258221,426,0 産科、婦人科渡辺レデ〒839-0863 0942-21-1103渡辺　秀明 渡辺　秀明 平 2. 5. 1一般        11診療所
     ィースクリニック 福岡県久留米市国分町２２４－１常　勤:    1 産   婦   現存
     ５ (医       1) 平29. 5. 1
     非常勤:    1
     (医       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 2259221,429,4 井上耳鼻咽喉科医院 〒830-0017 0942-32-8812井上　定三 井上　定三 平 2. 7. 1耳   気食 診療所
     福岡県久留米市日吉町１６－５ 常　勤:    2 現存
     (医       2) 平29. 7. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 2260221,443,5 川口耳鼻咽喉科医院 〒830-0013 0942-32-2107川口　壽郎 川口　壽郎 平 3. 8. 1一般    診療所
     福岡県久留米市櫛原町２－３ 常　勤:    2 耳   気食 現存
     (医       2) 平24. 8. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 2261221,447,6 重冨外科医院 〒830-0048 0942-32-0707重冨　和治 重冨　和治 平 4. 5.22内   胃   外  診療所
     福岡県久留米市梅満町１２５８－常　勤:    1 リハ 現存
     ３ (医       1) 平28. 5.22
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 2262221,450,0 実吉眼科医院 〒830-0033 0942-34-5828實吉　安英 實吉　安英 平 4. 7. 1眼   診療所
     福岡県久留米市天神町４の１ 常　勤:    1 現存
     (医       1) 平28. 7. 1
     非常勤:    8
     (医       8)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 2263221,451,8 三嶋医院 〒830-0021 0942-31-8877三嶋　祐治 三嶋　祐治 平 4. 8. 1内   リハ 診療所
     福岡県久留米市篠山町１７６－１常　勤:    1 現存
     (医       1) 平28. 8. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 2264221,453,4 みやはら産婦人科医院〒830-0017 0942-33-3331宮原　研一 宮原　研一 平 4.12. 1一般        18診療所
     福岡県久留米市日吉町２２－７ 常　勤:    1 産   婦   現存
     (医       1) 平28.12. 1
     非常勤:    1
     (医       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 2265221,454,2 内山内科医院 〒830-0047 0942-32-9168内山　伸二 内山　伸二 平 5. 1. 1内   診療所
     福岡県久留米市津福本町５４１－常　勤:    1 現存
     １ (医       1) 平29. 1. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 2266221,459,1 宮﨑胃腸科内科医院 〒839-0824 0942-47-5800宮﨑　博邦 宮崎　博邦 平 5. 7. 1内   胃   消  診療所
     福岡県久留米市善導寺町飯田字大常　勤:    1 新規 呼内 アレ 循  現存
     林９０１－５ (医       1) 平29. 7. 1小   皮   ひ  
     非常勤:    2 神内 
     (医       2)
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 2267221,464,1 徳安医院 〒839-0801 0942-32-3129徳安　敏行 徳安　敏行 平 6. 4. 1内   外   小  診療所
     福岡県久留米市宮ノ陣５丁目１４常　勤:    1 交代 整外 放   現存
     番１号 (医       1) 平30. 4. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 2268221,465,8 小児科井上医院 〒830-0013 0942-32-3064井上　治 井上　治 平 6. 4. 1小   診療所
     福岡県久留米市櫛原町１８ 常　勤:    1 交代 現存
     (医       1) 平30. 4. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 2269221,466,6 牛嶋内科医院 〒830-0055 0942-22-6601牛嶋　久 牛島　久 平 6. 6. 1一般        14診療所
     福岡県久留米市上津２丁目２１番常　勤:    1 新規 療養         5現存
     ７号 (医       1) 平30. 6. 1内   循   呼  
     消   リハ 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 2270221,468,2 たかむきメンタルクリ〒830-0035 0942-30-6320高向　和宜 高向　和宜 平 6. 8. 1神   精   診療所
     ニック 福岡県久留米市東和町２－１７ト常　勤:    1 新規 現存
     ランプヒルズ２Ｆ (医       1) 平24. 8. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 2271221,469,0 かたやまクリニック 〒830-0073 0942-26-1700潟山　雅彦 潟山　雅彦 平 6.10. 1脳外 外   内  診療所
     福岡県久留米市大善寺町宮本３５常　勤:    1 新規 整外 リハ 現存
     ８ (医       1) 平24.10. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 2272221,472,4 小篠医院 〒830-0003 0942-32-1068小篠　俊之 小篠　俊之 平 7. 1. 1一般    診療所
     福岡県久留米市東櫛原町１４９４常　勤:    1 交代 内   外   胃  現存
     (医       1) 平28. 1. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 2273221,473,2 久留米セントラルクリ〒830-0032 0942-30-0707堀川　喜朗 堀川　喜朗 平 7. 4. 1内   精   神  診療所
     ニック 福岡県久留米市東町２５－７ 常　勤:    1 新規 心内 現存
     (医       1) 平28. 4. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 2274221,476,5 藤本消化器内科医院 〒839-0809 0942-45-6565藤本　隆史 藤本　隆史 平10. 5. 6内   消   診療所
     福岡県久留米市東合川４丁目１－常　勤:    1 移動 現存
     １２ (医       1) 平28. 5. 6
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 2275221,478,1 渡辺医院 〒839-0852 0942-43-8570渡辺　大介 渡辺　大介 平 7. 7.24内   小   精  診療所
     福岡県久留米市高良内町４９８－常　勤:    1 交代 現存
     ５ (医       1) 平28. 7.24
     非常勤:    1
     (医       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 2276221,482,3 田中外科胃腸科クリニ〒830-0061 0942-30-0123田中　祥夫 田中　祥夫 平 7.11. 1外   胃   こう診療所
     ック 福岡県久留米市津福今町１９７－常　勤:    1 新規 循   現存
     １ (医       1) 平28.11. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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 2277221,492,2 星野医院 〒830-0001 0942-39-0500星野　弘也 星野　弘也 平 9. 4. 1胃   外   リハ診療所
     福岡県久留米市小森野四丁目９－常　勤:    1 新規 現存
     １５ (医       1) 平30. 4. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 2278221,496,3 筒井医院 〒830-0039 0942-32-4114筒井　竹人 筒井　竹人 平16. 3.22内   診療所
     福岡県久留米市花畑３－２－２ 常　勤:    1 移動 現存
     (医       1) 平28. 3.22
     非常勤:    2
     (医       2)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 2279221,501,0 青木内科・消化器科ク〒830-0032 0942-30-6030青木　俊親 青木　俊親 平10. 4. 1内   消   診療所
     リニック 福岡県久留米市東町２－３ 常　勤:    1 新規 現存
     (医       1) 平28. 4. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 2280221,502,8 池田眼科クリニック 〒830-0055 0942-22-8321池田　英子 池田　英子 平10. 4. 1眼   診療所
     福岡県久留米市上津１丁目２番２常　勤:    1 新規 現存
     ２号 (医       1) 平28. 4. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 2281221,503,6 亀尾医院 〒839-0804 0942-34-0226亀尾　紳一 亀尾　紳一 平11. 8. 2内   胃   診療所
     福岡県久留米市宮ノ陣町若松２３常　勤:    1 移動 現存
     ４８－８ (医       1) 平29. 8. 2
     非常勤:    1
     (医       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 2282221,504,4 おかむら医院 〒830-0052 0942-22-0955岡村　明 岡村　明 平10. 4. 1整外 外   内  診療所
     福岡県久留米市上津町２４８９ 常　勤:    1 交代 リハ 皮   現存
     (医       1) 平28. 4. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 2283221,507,7 ひだか子どもクリニッ〒830-0051 0942-22-0119日髙　敏博 日髙　敏博 平10. 7. 1小   アレ 診療所
     ク 福岡県久留米市南四丁目３０番５常　勤:    1 新規 現存
     ３号 (医       1) 平28. 7. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 2284221,508,5 整形外科・リハビリテ〒839-0809 0942-45-3100田平　史郎 田平　史郎 平10.10. 1整外 リハ 診療所
     ーション科　たひらク福岡県久留米市東合川４丁目９－常　勤:    1 新規 現存
     リニック １ (医       1) 平28.10. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 2285221,509,3 戸次クリニック 〒830-0032 0942-33-3123戸次　史敏 戸次　史敏 平10.11. 1胃   こう 外  診療所
     福岡県久留米市東町４０－１６サ常　勤:    1 新規 リハ 現存
     ケミビル１階 (医       1) 平28.11. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 2286221,516,8 武藤皮膚科医院 〒830-0044 0942-32-9289武藤　公一郎 武藤　公一郎 平11. 8. 1皮   診療所
     福岡県久留米市本町５－５ 常　勤:    2 交代 現存
     (医       2) 平29. 8. 1
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 2287221,522,6 北里医院 〒830-0031 0942-35-2552北里　誠也 北里　誠也 平12. 4. 1内   呼   胃  診療所
     福岡県久留米市六ッ門町１９－１常　勤:    1 その他 循   小   放  現存
     (医       1) 平30. 4. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 2288221,524,2 井上クリニック 〒830-0056 0942-51-0050井上　薫 井上　薫 平12. 5. 1内   皮   診療所
     福岡県久留米市本山１丁目７－３常　勤:    1 新規 現存
     １ (医       1) 平30. 5. 1
     非常勤:    1
     (医       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 2289221,525,9 竹内クリニック 〒830-0013 0942-31-7070竹内　清旦 竹内　清旦 平12. 9. 1外   胃   呼  診療所
     福岡県久留米市櫛原町１２８－６常　勤:    1 新規 リハ 現存
     (医       1) 平24. 9. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 2290221,530,9 ひふ科いのうクリニッ〒839-0862 0942-30-5678稲生　祐平 稲生　祐平 平12.11. 1皮   診療所
     ク 福岡県久留米市野中町字野添１４常　勤:    1 新規 現存
     ０９－１ (医       1) 平24.11. 1
     非常勤:    4
     (医       4)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 2291221,531,7 翁産婦人科医院 〒830-0037 0942-46-8181翁　英人 翁　英人 平12.11. 1一般        10診療所
     福岡県久留米市諏訪野町１８２７常　勤:    1 新規 産婦 現存
     番地の１ (医       1) 平24.11. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 2292221,533,3 なご整形外科 〒839-0832 0942-47-1351名護　秀 名護　秀 平12.12. 1整外 麻   リウ診療所
     福岡県久留米市大橋町合楽５３４常　勤:    1 新規 リハ 内   現存
     －１ (医       1) 平24.12. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 2293221,536,6 しもがわクリニック 〒830-0017 0942-38-2828下河　重雄 下河　重雄 平13. 4. 1心内 精   内  診療所
     福岡県久留米市日吉町１－５ 常　勤:    1 新規 現存
     (医       1) 平25. 4. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 2294221,538,2 いでウイメンズクリニ〒830-0033 0942-33-1114井手　宏 井手　宏 平13. 6. 1婦   診療所
     ック 福岡県久留米市天神町４－１　実常　勤:    1 新規 現存
     吉センタービル８階 (医       1) 平25. 6. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 2295221,539,0 産科婦人科　田崎クリ〒830-0027 0942-33-7227田崎　民和 田崎　民和 平13. 7. 1一般        12診療所
     ニック 福岡県久留米市長門石２丁目８－常　勤:    1 新規 産婦 現存
     ５ (医       1) 平25. 7. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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 2296221,540,8 日高大腸肛門クリニッ〒839-0809 0942-44-7737日高　久光 日高　久光 平13.10. 1一般 診療所
     ク 福岡県久留米市東合川１－１０－常　勤:    4 新規     一般    19現存
     １６ (医       4) 平25.10. 1こう 消   外  
     非常勤:    2 心外 
     (医       2)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 2297221,541,6 なかなみ泌尿器科 〒830-0027 0942-36-2080中並　正之 中並　正之 平13.12. 1ひ   内   診療所
     福岡県久留米市長門石３丁目６－常　勤:    1 新規 現存
     ２８ (医       1) 平25.12. 1
     非常勤:    1
     (医       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 2298221,542,4 出口外科胃腸科医院 〒839-0814 0942-43-2329出口　博子 出口　博子 平14. 1.26一般        18診療所
     福岡県久留米市山川追分２－１０常　勤:    2 交代 胃   外   整外現存
     －１２ (医       2) 平26. 1.26脳外 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 2299221,543,2 耳鼻咽喉科・アレルギ〒830-0027 0942-38-2816藤田　眞知子 藤田　眞知子 平14. 4. 1耳い アレ 気食診療所
     ー科・気管食道科　ふ福岡県久留米市長門石３丁目４－常　勤:    1 新規 現存
     じたクリニック ３８ (医       1) 平26. 4. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 2300221,544,0 林眼科医院 〒830-0032 0942-32-2168林　大助 林　大助 平14. 4. 1一般         4診療所
     福岡県久留米市東町３６１ 常　勤:    2 交代 眼   現存
     (医       2) 平26. 4. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 2301221,545,7 医療法人緑風会　松枝〒830-0066 0942-26-3311医療法人緑風会　松枝松枝　俊祐 平14. 4.30内   小   リウ診療所
     医院 福岡県久留米市荒木町下荒木９番常　勤:    1医院　理事長　松枝　 組織変更 アレ 現存
     地の１ (医       1)俊祐 平26. 4.30
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 2302221,546,5 音成神経内科・内科ク〒830-0023 0942-36-6855医療法人音成クリニッ音成　龍司 平14. 5. 1神内 内   リハ診療所
     リニック 福岡県久留米市中央町３８－１７常　勤:    1ク　理事長　音成　龍 組織変更 心内 現存
     (医       1)司 平26. 5. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 2303221,547,3 行徳内科胃腸科循環器〒830-0017 0942-32-5175関　幸彦 関　幸彦 平14. 6. 1内   循   消  診療所
     科診療所 福岡県久留米市日吉町２２－１ 常　勤:    1 交代 現存
     (医       1) 平26. 6. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 2304221,548,1 医療法人浅倉整形外科〒830-0045 0942-34-0150医療法人浅倉整形外科浅倉　敏明 平14. 5. 1整外 リハ リウ診療所
     医院 福岡県久留米市小頭町２番地１２常　勤:    1医院　理事長　浅倉　 組織変更 現存
     (医       1)敏明 平26. 5. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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 2305221,549,9 社会医療法人天神会　〒830-0033 0942-35-2485社会医療法人　天神会宮本　祐一 平14. 9. 1内   外   循  診療所
     新古賀クリニック 福岡県久留米市天神町１０６番地常　勤:   10　理事長　古賀　伸彦 その他 消   婦   他  現存
     １ (医      10) 平26. 9. 1皮   
     非常勤:   22
     (医      22)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 2306221,551,5 木下医院 〒830-0006 0942-32-4625木下　啓 木下　啓 平15. 1. 1内   小   胃  診療所
     福岡県久留米市南薫西町１９５５常　勤:    1 交代 循   現存
     番地 (医       1) 平27. 1. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 2307221,561,4 医療法人メディトラス〒839-0823 0942-23-3000医療法人メディトラス矢野　秀樹 平16. 5. 1内   呼   消  診療所
     ト　やの医院 福岡県久留米市善導寺町与田３９常　勤:    1ト　理事長　矢野　秀 組織変更 循   アレ リハ現存
     ２番地１ (医       1)樹 平28. 5. 1小   
     非常勤:    2
     (医       2)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 2308221,562,2 くらたクリニック 〒830-0027 0942-35-5543医療法人けやき会　理倉田　毅 平16. 5. 1内   小   診療所
     福岡県久留米市長門石１丁目５番常　勤:    1事長　倉田　毅 組織変更 現存
     ３２号 (医       1) 平28. 5. 1
     非常勤:    1
     (医       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 2309221,563,0 医療法人社団いしい　〒830-0034 0942-31-0077医療法人社団いしい　石井　博明 平16. 5. 1一般 診療所
     大手町クリニック 福岡県久留米市大手町５番１３ 常　勤:    1理事長　石井　博明 組織変更     一般    19現存
     (医       1) 平28. 5. 1消   循   呼  
     外   小外 リハ
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 2310221,565,5 医療法人中田循環器科〒830-0061 0942-30-3211医療法人中田循環器科中田　眞詩 平16. 6. 1循   内   呼  診療所
     内科クリニック 福岡県久留米市津福今町４６０番常　勤:    1内科クリニック　理事 組織変更 リハ 現存
     地１１ (医       1)長　中田　眞詩 平28. 6. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 2311221,570,5 ヤタケ耳鼻咽喉科医院〒830-0051 0942-21-6924矢武　克之 矢武　克之 平17. 1. 1耳い 診療所
     福岡県久留米市南３丁目１３－１常　勤:    1 交代 現存
     (医       1) 平29. 1. 1
     非常勤:    1
     (医       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 2312221,571,3 医療法人　天神ウイメ〒830-0037 0942-38-0002医療法人　天神ウイメ青沼　匡紀 平17. 1. 1一般         9診療所
     ンズクリニック 福岡県久留米市諏訪野町２番地２常　勤:    1ンズクリニック　理事 組織変更 産   婦   現存
     (医       1)長　青沼　匡紀 平29. 1. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 2313221,573,9 田中まさはるクリニッ〒830-1122 0942-41-3535医療法人　千歳会　理田中　政治 平23. 4. 1内   外   診療所
     ク 福岡県久留米市北野町今山５１６常　勤:    1事長　田中　政治 組織変更 現存
     番１ (医       1) 平29. 4. 1
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 2314221,574,7 薬師寺内科医院 〒839-0863 0942-21-2683薬師寺　和昭 薬師寺　和昭 平23. 6. 1内   消   循  診療所
     福岡県久留米市国分町１２９９－常　勤:    2 交代 呼   現存
     １７ (医       2) 平29. 6. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 2315221,801,4 医療法人　植田泌尿器〒830-0016 0942-30-3161医療法人　植田泌尿器植田　省吾 平12.12. 1ひ   皮   内  診療所
     科医院 福岡県久留米市通東町７番地１７常　勤:    1科医院　理事長　植田 組織変更 現存
     (医       1)　省吾 平24.12. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 2316221,803,0 医療法人　和寿会　城〒830-0038 0942-33-7779医療法人　和寿会　理城　和男 平12.12. 1形外 皮   診療所
     皮膚科・形成外科 福岡県久留米市西町１１７３番地常　勤:    1事長　城　和男 組織変更 現存
     の９ (医       1) 平24.12. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 2317221,804,8 医療法人　愛康内科医〒830-0051 0942-21-5556医療法人　愛康内科医石井　文理 平13. 1. 1一般        19診療所
     院 福岡県久留米市南１丁目２７番２常　勤:    1院　理事長　石井　文 組織変更 内   消   小  現存
     ８号 (医       1)理 平25. 1. 1循   リハ 呼内
     非常勤:    1
     (医       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 2318221,805,5 医療法人　福井レディ〒830-0047 0942-39-2288医療法人　福井レディ福井　章正 平13. 1. 1一般        18診療所
     ースクリニック 福岡県久留米市津福本町１６２０常　勤:    2ースクリニック　理事 組織変更 産婦 麻   現存
     番地の１ (医       2)長　福井　久人 平25. 1. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 2319221,806,3 医療法人オーエヌシー〒839-0821 0942-45-0220医療法人　オーエヌシ岡田　和洋 平13. 5. 1一般        19診療所
     　岡田脳神経外科医院福岡県久留米市太郎原町１５１５常　勤:    1ー　理事長　岡田　和 組織変更 脳外 内   外  現存
     番地の１ (医       1)洋 平25. 5. 1整外 リハ 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 2320221,808,9 医療法人　松浦整形外〒830-0055 0942-22-2300医療法人　松浦整形外松浦　豪 平13. 6. 1整外 リハ リウ診療所
     科医院 福岡県久留米市上津１丁目１６番常　勤:    1科医院　理事長　松浦 組織変更 現存
     ３２号 (医       1)　豪 平25. 6. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 2321221,809,7 医療法人　いづみレデ〒839-0865 0942-45-2300医療法人　いづみレデ泉　茂樹 平13.12. 1一般        10診療所
     ィスクリニック 久留米市新合川二丁目８番３３号常　勤:    1ィスクリニック　理事 組織変更 産   婦   現存
     (医       1)長　泉　茂樹 平25.12. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 2322221,810,5 医療法人　さきはま皮〒839-0863 0942-51-2555医療法人　さきはま皮崎濱　秀樹 平14. 1. 1皮   診療所
     ふ科クリニック 福岡県久留米市国分町１０６７－常　勤:    1ふ科クリニック　理事 組織変更 現存
     ４ (医       1)長　崎濱　秀樹 平26. 1. 1
     非常勤:    1
     (医       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 2323221,811,3 広瀬耳鼻咽喉科医院 〒830-0033 0942-32-1587医療法人　広瀬会　理廣瀬　幸矢 平14. 1. 1耳い 診療所
     福岡県久留米市天神町二丁目４６常　勤:    1事長　廣瀬　幸矢 組織変更 現存
     番地の３ (医       1) 平26. 1. 1
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 2324221,812,1 医療法人平塚医院 〒839-0833 0942-47-0018医療法人平塚医院　理平塚　裕 平15. 3.11内   小   診療所
     福岡県久留米市大橋町常持２２８常　勤:    1事長　平塚　裕 組織変更 現存
     番地２ (医       1) 平27. 3.11
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 2325221,813,9 医療法人いわい会　い〒830-0055 0942-22-0123医療法人いわい会　理岩井　一郎 平15. 3.12内   胃   リハ診療所
     わい内科胃腸科医院 福岡県久留米市上津一丁目６番１常　勤:    1事長　岩井　一郎 組織変更 現存
     １号 (医       1) 平27. 3.12
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 2326221,814,7 医療法人慈心会香月内〒839-0824 0942-47-1036医療法人慈心会　理事香月　周三 平15. 3.28内   小   診療所
     科ハートクリニック 福岡県久留米市善導寺町飯田７１常　勤:    1長　香月　周三 組織変更 現存
     １番地 (医       1) 平27. 3.28
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 2327221,815,4 医療法人恵有会森山整〒830-0027 0942-30-1625医療法人恵有会森山整森山　和幸 平15. 5. 1一般        17診療所
     形外科院 福岡県久留米市長門石２丁目９番常　勤:    2形外科院　理事長　森 組織変更 整外 リウ リハ現存
     ６３号 (医       2)山　和幸 平27. 5. 1
     非常勤:    1
     (医       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 2328221,816,2 医療法人　武藤クリニ〒830-0032 0942-35-6123医療法人　武藤クリニ武藤　邦弘 平17.10. 1心内 神   内  診療所
     ック 福岡県久留米市東町字柳田３７７常　勤:    1ック　理事長　武藤　 移動 精   現存
     番８ (医       1)邦弘 平29.10. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 2329221,817,0 医療法人おだ内科医院〒830-0038 0942-32-4986医療法人おだ内科医院織田　裕繁 平15.12. 1内   小   呼内診療所
     福岡県久留米市西町１５３番地２常　勤:    1　理事長　織田　裕繁 組織変更 消   アレ 他  現存
     ３ (医       1) 平27.12. 1感染症内科、消
     化器内科
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 2330221,818,8 医療法人佐孝会佐々木〒839-0851 0942-43-4343医療法人佐孝会佐々木佐々木　孝之 平15.12.10一般 診療所
     外科医院 福岡県久留米市御井町２４０４番常　勤:    1外科医院　理事長　佐 組織変更     一般    13現存
     地１ (医       1)々木　孝之 平27.12.10療養
         療養     6
     外   胃   こう
     リハ 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 2331221,819,6 医療法人富田醫院 〒830-0070 0942-51-4141医療法人富田醫院　理富田　伸 平15.12.10心内 精   診療所
     福岡県久留米市大善寺南一丁目１常　勤:    1事長　富田　伸 組織変更 現存
     ６番５号 (医       1) 平27.12.10
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 2332221,820,4 医療法人井上内科医院〒830-0070 0942-51-3380医療法人井上内科医院井上　文孝 平16. 1. 1内   胃   小  診療所
     福岡県久留米市大善寺南１丁目２常　勤:    1　理事長　井上　文孝 組織変更 アレ 現存
     １番５号 (医       1) 平28. 1. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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 2333221,821,2 博愛病院 〒839-0863 0942-21-4857医療法人南溟会　理事山崎　剛 平16. 1. 1療養 病院
     福岡県久留米市国分町２２３番地常　勤:    1長　山崎　剛 組織変更     介護    59現存
     １ (医       1) 平28. 1. 1内   精   心内
     非常勤:   11 リハ 
     (医      11)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 2334221,901,2 久留米大学病院 〒830-0011 0942-35-3311学校法人　久留米大学八木　実 昭61. 1. 1一般 特定機能
     (223,901,6) 福岡県久留米市旭町６７番地 常　勤:  938　理事長　永田　見生     一般   972総合病院
     (医     910) 平28. 1. 1精神 現存
     (歯      27)     精神    53
     (薬       1) 内   精   神内
     非常勤:  893 呼   消   小  
     (医     870) 外   整外 形外
     (歯      23) 脳外 呼外 心外
     小外 皮   ひ  
     産   婦   眼  
     耳い リハ 放  
     麻   歯   歯外
     小歯 矯歯 救命
     病理 美外 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 2335221,903,8 聖マリア病院 〒830-0047 0942-35-3322社会医療法人雪の聖母島　弘志 平 2.11. 1一般       931地域支援
     (223,903,2) 福岡県久留米市津福本町４２２ 常　勤:  250会　理事長　井手　義 療養       100総合病院
     (医     240)雄 平29.11. 1精神        60現存
     (歯      10) 一般（感染）
     非常勤:   15              6
     (医      15) 内   精   神内
     呼内 消   循  
     小   外   整外
     形外 脳外 呼外
     心外 小外 皮  
     ひ   透析 産婦
     眼   耳い 放  
     麻   リウ リハ
     歯   歯外 小歯
     矯歯 救命 病理
     脳内 
     　
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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 2336221,906,1 社会医療法人聖ルチア〒830-0047 0942-33-1581社会医療法人聖ルチア大治　太郎 昭53.11. 1精神       263病院
     会　聖ルチア病院 福岡県久留米市津福本町１０１２常　勤:   15会　理事長　大治　太 精   心内 内  現存
     (医      12)郎 平29.11. 1
     (薬       3)
     非常勤:    5
     (医       5)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 2337221,909,5 福岡県北筑後保健福祉〒839-0861 0942-35-8351福岡県知事　小川　洋枇杷　美紀 昭54.11. 1内   診療所
     環境事務所 福岡県久留米市合川町１６４２－常　勤:    1 現存
     １ (医       1) 平24.11. 1
     非常勤:    1
     (医       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 2338221,910,3 久留米リハビリテーシ〒839-0827 0942-43-8033医療法人　かぶとやま柴田　元 昭60. 8. 1一般        36病院
     ョン病院 福岡県久留米市山本町豊田１８８常　勤:    5会　理事長　柴田　元 療養        89現存
     ７ (医       4) 平24. 8. 1内   循   リハ
     (薬       1) リウ 
     非常勤:   16 内＝内科・内分
     (医      16) 泌糖尿病内科・
     消化器肝臓内科
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 2339221,911,1 独立行政法人地域医療〒830-0013 0942-33-1211独立行政法人地域医療田中　真紀 昭54. 9. 1一般       175総合病院
     機能推進機構　久留米福岡県久留米市櫛原町２１ 常　勤:   38機能推進機構　理事長 内   消   循  現存
     総合病院 (医      36)　尾身　茂 平24. 9. 1小   外   整外
     (薬       2) 脳外 皮   ひ  
     非常勤:    5 産婦 眼   耳い
     (医       5) 放   麻   呼内
     透析 リハ 精  
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 2340221,914,5 のぞえ総合心療病院 〒830-0053 0942-22-5311医療法人　コミュノテ堀川　公平 昭55. 4. 1精神       150病院
     福岡県久留米市藤山町１７３０ 常　勤:   17風と虹　理事長　堀川 精   神   心内現存
     (医      17)　公平 平28. 4. 1
     非常勤:   16
     (医      16)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 2341221,917,8 医療法人　禅思会　久〒830-0066 0942-26-0100医療法人禅思会　理事吉住　修 平 8.11. 1療養       100病院
     留米南病院 福岡県久留米市荒木町下荒木１６常　勤:    3長　吉住　修 移動 内   胃   循  現存
     １６番地１ (医       3) 平29.11. 1呼内 放   リハ
     非常勤:   10 ひ   
     (医      10)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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 2342221,919,4 医療法人日新会　久留〒839-0809 0942-45-1811医療法人日新会　理事川平　幸三郎 昭52. 6. 1療養       160病院
     米記念病院 福岡県久留米市東合川８丁目８－常　勤:    5長　稲永　國勝 内   胃   循  現存
     ２２ (医       4) 平28. 2. 1呼   リハ 整外
     (薬       1) 外   放   
     非常勤:   12
     (医      10)
     (薬       2)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 2343221,920,2 高良台リハビリテーシ〒830-0054 0942-51-3838医療法人社団　久英会中尾　一久 平11.10. 1療養       100病院
     ョン病院 福岡県久留米市藤光町９６５番２常　勤:    5　理事長　中尾　一久 移動 内   循   消  現存
     (医       5) 平29.10. 1呼   神   放  
     非常勤:   22 リハ 
     (医      22)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 2344221,922,8 医療法人楠病院 〒830-0017 0942-35-2725医療法人楠病院　理事白水　勇一郎 昭53.11. 1一般 病院
     福岡県久留米市日吉町１１５番地常　勤:    5長　田中　靖邦     一般    18現存
     (医       5) 平29.11. 1療養
     非常勤:   21     介護    30
     (医      21) 内   胃   循  
     外   こう リハ
     整外 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 2345221,925,1 医療法人社団　堀川会〒830-0038 0942-38-1200医療法人社団　堀川会堀川　周一 昭56. 1. 1療養        55病院
     　堀川病院 福岡県久留米市西町５１０番地 常　勤:   12　理事長　堀川　周一 精神       328現存
     (医      12) 平29. 1. 1精   神内 心内
     非常勤:   17 内   外   
     (医      17)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 2346221,927,7 くるめ病院 〒839-0865 0942-43-5757社会医療法人社団　高荒木　靖三 昭62. 1. 1一般        85病院
     福岡県久留米市新合川二丁目２番常　勤:    9野会　理事長　山田　 胃   こう 心内現存
     １８号 (医       9)一隆 平29. 1. 1
     非常勤:   12
     (医      12)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 2347221,929,3 医療法人　杉田眼科医〒839-0863 0942-22-2020医療法人杉田眼科医院杉田　稔 平元. 3. 1眼   診療所
     院 福岡県久留米市国分町１０８１－常　勤:    2　理事長　杉田　隆 現存
     ４ (医       2) 平28. 3. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 2348221,930,1 医療法人産科婦人科宮〒839-0863 0942-22-3011医療法人産科婦人科宮宮原　通義 平元. 3. 1一般        12診療所
     原クリニック 福岡県久留米市国分町１１５９－常　勤:    1原クリニック　理事長 産婦 現存
     ２ (医       1)　宮原　通義 平28. 3. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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 2349221,931,9 医療法人河田泌尿器科〒830-0048 0942-32-2502医療法人河田泌尿器科河田　栄人 平元. 3. 1一般 診療所
     産婦人科医院 福岡県久留米市梅満町９５５－１常　勤:    1産婦人科医院　理事長     一般    19現存
     (医       1)　河田　栄人 平28. 3. 1産婦 ひ   性  
     非常勤:    1
     (医       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 2350221,933,5 医療法人　井之口耳鼻〒830-0042 0942-34-3387医療法人井之口耳鼻咽井之口　昭 平元. 7. 1耳い 気食 診療所
     咽喉科医院 福岡県久留米市荘島町１６－１１常　勤:    1喉科医院　理事長　井 現存
     (医       1)之口　昭 平28. 7. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 2351221,936,8 医療法人　境胃腸科内〒839-0822 0942-47-3558医療法人　境胃腸科内境　康彦 平 2. 2. 1内   胃   放  診療所
     科医院 福岡県久留米市善導寺町木塚３８常　勤:    1科医院　理事長　境　 現存
     ７－３ (医       1)康彦 平29. 2. 1
     非常勤:    1
     (医       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 2352221,937,6 医療法人　耳納日高整〒839-0817 医療法人　耳納日高整日高　紀幸 平 2. 4. 1一般        19診療所
     形外科医院 福岡県久留米市山川町１６５９－常　勤:    2形外科医院　理事長　 整外 現存
     ２ (医       2)日高　紀幸 平29. 4. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 2353221,939,2 医療法人　緒方胃腸科〒830-0042 0942-34-8311医療法人緒方胃腸科医緒方　健二 平 2. 8. 1内   胃   放  診療所
     医院 福岡県久留米市荘島町１６－６ 常　勤:    2院　理事長　緒方　健 現存
     (医       2)二 平29. 8. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 2354221,940,0 医療法人　つむら眼科〒839-0824 0942-47-3678医療法人つむら眼科医鶴　秀敏 平 2. 8. 1眼   診療所
     医院 福岡県久留米市善導寺町飯田字大常　勤:    2院　理事長　鶴　秀敏 現存
     林９０５－７ (医       2) 平29. 8. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 2355221,943,4 医療法人　俣野内科医〒830-0048 0942-32-5710医療法人　俣野内科医俣野　淳 平 3. 2. 1内   消   循  診療所
     院 福岡県久留米市梅満町１２９６ 常　勤:    2院　理事長　俣野　淳 現存
     (医       2) 平30. 2. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 2356221,944,2 医療法人　長井小児科〒830-0033 0942-32-2082医療法人　長井小児科長井　健祐 平 8. 5. 1小   診療所
     医院 福岡県久留米市天神町１２７番地常　勤:    2医院　理事長　長井　 移動 現存
     の２ (医       2)孝之 平29. 5. 1
     非常勤:    1
     (医       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 2357221,945,9 医療法人　ぜんどうじ〒839-0824 0942-47-4766医療法人　ぜんどうじ竹下　周孝 平 3. 5. 1一般        19診療所
     整形外科 福岡県久留米市善導寺町飯田９０常　勤:    1整形外科　理事長　竹 整外 リハ リウ現存
     ８－２ (医       1)下　周孝 平30. 5. 1
     非常勤:    2
     (医       2)
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 2358221,946,7 社会医療法人　天神会〒839-0801 0942-38-3333社会医療法人　天神会平松　義博 平14. 9. 1一般 病院
     　古賀病院２１ 福岡県久留米市宮ノ陣３丁目３番常　勤:   42　理事長　古賀　伸彦 移動     一般   217現存
     ８号 (医      42) 平26. 9. 1内   呼内 消  
     非常勤:   14 循   放   神内
     (医      14) ひ   耳い 外  
     整外 リウ 皮  
     こう 救命 リハ
     麻   脳外 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 2359221,948,3 医療法人　ならはら整〒830-0072 0942-27-0755医療法人　ならはら整楢原　知啓 平 5. 1. 1一般 診療所
     形外科医院 福岡県久留米市安武町安武本３０常　勤:    1形外科医院　理事長　     一般    18現存
     ７７－１３ (医       1)楢原　知啓 平29. 1. 1整外 リハ 
     非常勤:    2
     (医       2)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 2360221,950,9 医療法人　皮膚科泌尿〒830-0022 0942-39-1212医療法人皮膚科泌尿器三原　典 平 5. 6. 1皮   ひ   性  診療所
     器科三原医院 福岡県久留米市城南町２－５ 常　勤:    2科三原医院　理事長　 組織変更 現存
     (医       2)三原　典 平29. 6. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 2361221,952,5 医療法人　正樹会　せ〒830-0032 0942-32-9554医療法人　正樹会　せ芹川　正樹 平 5.12. 1内   心内 神  診療所
     りかわ医院 福岡県久留米市東町１－２０ 常　勤:    1りかわ医院　理事長　 組織変更 精   現存
     (医       1)芹川正樹 平29.12. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 2362221,953,3 医療法人　重森耳鼻咽〒839-0824 0942-47-3387医療法人　重森耳鼻咽重森　優子 平 5.12. 1耳い 診療所
     喉科医院 福岡県久留米市善導寺町飯田９０常　勤:    1喉科医院　理事長　重 組織変更 現存
     １－１ (医       1)森　優子 平29.12. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 2363221,955,8 ツジ胃腸内科医院 〒839-0863 0942-21-1582医療法人　八十八会　辻　吉保 平20.11. 1一般        12診療所
     福岡県久留米市国分町１１６３－常　勤:    1ツジ胃腸科医院　理事 移動 療養         7療養病床
     １ (医       1)長　辻　吉彦 平26.11. 1内   胃   放  現存
     非常勤:    8 呼内 消   
     (医       8)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 2364221,957,4 医療法人　社団　芳英〒839-0801 0942-32-1808医療法人社団芳英会宮児玉　英嗣 平 6. 2. 1精神       191病院
     会　宮の陣病院 福岡県久留米市宮ノ陣一丁目１番常　勤:    5の陣病院　理事長　児 組織変更 精   内   心内現存
     ７０号 (医       5)玉　英嗣 平30. 2. 1
     非常勤:   11
     (医      11)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 2365221,958,2 村岡外科医院 〒830-0003 0942-32-8889医療法人　布仁会　理村岡　達也 平 7. 9.18一般        10診療所
     福岡県久留米市東櫛原町１３５６常　勤:    3事長　村岡　達也 移動 療養         9現存
     (医       3) 平28. 9.18外   胃   リハ
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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 2366221,959,0 医療法人つむら診療所〒839-0853 0942-43-9720医療法人　つむら診療津村　直平 平 6. 7. 1内   小   放  診療所
     福岡県久留米市青峰２－２８－５常　勤:    1所　理事長　津村　直 組織変更 現存
     (医       1)平 平24. 7. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 2367221,960,8 久留米大学医療センタ〒839-0863 0942-22-6111学校法人久留米大学　廣松　雄治 平 6. 7. 1一般       250総合病院
     ー 福岡県久留米市国分町１５５－１常　勤:   55理事長　永田　見生 交代 内   リウ 呼内現存
     (医      55) 平24. 7. 1消   循   精  
     非常勤:    7 小   心外 整外
     (医       7) 皮   リハ 眼  
     ひ   婦   放  
     麻   病理 外  
     形外 他   
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 2368221,961,6 医療法人　丸山クリニ〒830-0041 0942-33-2250医療法人　丸山クリニ丸山　俊之 平 6. 9. 1内   小   胃  診療所
     ック 福岡県久留米市白山町４８２－２常　勤:    1ック　理事長　丸山俊 組織変更 呼   現存
     ０ (医       1)之 平24. 9. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 2369221,963,2 久留米中央病院 〒830-0001 0942-35-1000医療法人　いたの会　板野　哲 平11. 4.10一般        61病院
     福岡県久留米市小森野２丁目３番常　勤:    2理事長　板野　哲 移動 内   消   現存
     ８号 (医       2) 平29. 4.10
     非常勤:    9
     (医       9)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 2370221,964,0 医療法人　吉武泌尿器〒839-0862 0942-31-0011医療法人　吉武泌尿器吉武　信行 平 7. 5. 1一般        19診療所
     科医院 福岡県久留米市野中町８６６－１常　勤:    1科医院　理事長　吉武 組織変更 ひ   現存
     ６ (医       1)　信行 平28. 5. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 2371221,966,5 医療法人　発心会　井〒839-0835 0942-47-0072医療法人　発心会　井井星　昭彦 平 7. 5. 1一般 診療所
     星医院 福岡県久留米市草野町草野４５０常　勤:    1星医院　理事長　井星 組織変更     一般     8現存
     (医       1)　昭彦 平28. 5. 1療養
         療養     9
     外   胃   
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 2372221,967,3 医療法人　にしごおり〒839-0824 0942-47-0777医療法人　にしごおり西郡　廣道 平 7. 9. 1一般        19診療所
     医院 福岡県久留米市善導寺町飯田１４常　勤:    1医院　理事長　西郡　 組織変更 外   整外 胃  現存
     ０９－１ (医       1) 道 平28. 9. 1こう 皮   リハ
     内   
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 2373221,968,1 クリニック南町 〒830-0051 0942-21-8155くるめ医療生活協同組武内　省二 平 7. 9. 1内   診療所
     福岡県久留米市南二丁目５番１２常　勤:    1合　代表理事　武内省 組織変更 現存
     号 (医       1)二 平28. 9. 1
     非常勤:    1
     (医       1)
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 2374221,969,9 医療法人　古賀整形外〒830-0037 0942-32-2925医療法人　古賀整形外古賀　傳正 平 8. 1. 1一般 診療所
     科医院 福岡県久留米市諏訪野町２番地６常　勤:    2科医院　理事長　古賀 組織変更     一般    13現存
     (医       2)　傳正 平29. 1. 1療養
         療養     3
     整外 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 2375221,970,7 医療法人　井ノ口皮フ〒830-0032 0942-32-4873医療法人　井ノ口皮フ井口　憲一郎 平 8. 1. 1皮   形外 診療所
     科形成外科医院 福岡県久留米市東町３４０番地４常　勤:    1科形成外科医院　理事 組織変更 現存
     (医       1)長　井口　憲一郎 平29. 1. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 2376221,971,5 医療法人　わたなべ耳〒830-0070 0942-26-8711医療法人　わたなべ耳渡邉　滋之 平 8. 1. 1耳い 気食 診療所
     鼻咽喉科医院 福岡県久留米市大善寺南一丁目１常　勤:    1鼻咽喉科医院　理事長 組織変更 現存
     ０番２８号 (医       1)　渡邉　滋之 平29. 1. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 2377221,972,3 医療法人厚生会　三橋〒830-0017 0942-32-2720医療法人　厚生会　理三橋　敏雄 平 8. 4. 1一般    診療所
     耳鼻咽喉科クリニック福岡県久留米市日吉町１０７の１常　勤:    3事長　三橋　敏雄 組織変更 耳い 気食 現存
     (医       3) 平29. 4. 1
     非常勤:   22
     (医      22)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 2378221,973,1 医療法人　いのくち医〒839-0863 0942-21-4662医療法人　いのくち医猪口　哲彰 平19. 5.22内   小   リウ診療所
     院 福岡県久留米市国分町１５１７番常　勤:    1院　理事長　猪口　哲 移動 現存
     地４ (医       1)彰 平25. 5.22
     非常勤:    1
     (医       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 2379221,974,9 医療法人　宮﨑クリニ〒830-0051 0942-21-9431医療法人　宮﨑クリニ菊竹　修平 平 8. 9. 1外   整外 消  診療所
     ック 福岡県久留米市南二丁目１番９号常　勤:    2ック　理事長　菊竹　 組織変更 循   内   現存
     (医       2)恭子 平29. 9. 1
     非常勤:    1
     (医       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 2380221,975,6 松岡病院 〒830-0078 0942-26-2151医療法人　松岡会　理北原　健二 平 9. 1. 1その他      52病院
     福岡県久留米市安武町住吉１７６常　勤:    6事長　北原　清恵 組織変更 精神       218現存
     ６ (医       6) 平30. 1. 1精   内   心内
     非常勤:   14 胃   
     (医      14)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 2381221,976,4 医療法人　あらき耳鼻〒839-0851 0942-44-6888医療法人　あらき耳鼻荒木　謙三 平28. 2. 1耳い 診療所
     咽喉科クリニック 福岡県久留米市御井町２０２２番常　勤:    1咽喉科クリニック　理 移動 現存
     地１ (医       1)事長　荒木　謙三 平28. 2. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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 2382221,977,2 医療法人　みらい　今〒830-0038 0942-21-3331医療法人　みらい　理今立　俊一 平 9. 2. 1一般        10診療所
     立内科クリニック 福岡県久留米市西町１７８番地の常　勤:    3事長　今立　俊一 組織変更 療養         9現存
     １ (医       3) 平30. 2. 1内   胃   小  
     リハ 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 2383221,978,0 医療法人松風海　内藤〒830-0038 0942-32-1212医療法人松風海　理事内藤　雅康 平26. 4. 1一般        90病院
     病院 福岡県久留米市西町字神浦ノ一１常　勤:    7長　内藤　壽則 移動 外   内   消  現存
     １６９番地の１ (医       7) 平26. 4. 1呼外 呼内 循  
     非常勤:   24 こう リハ 麻  
     (医      24)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 2384221,979,8 医療法人　蔦の会　た〒839-0821 0942-43-7629医療法人　蔦の会　理田中　三省 平 9. 5. 1療養        17病院
     なか病院 福岡県久留米市太郎原町１２６７常　勤:    3事長　田中　三省 組織変更 精神       107現存
     (医       3) 平30. 5. 1精   神   内  
     非常勤:    6
     (医       6)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 2385221,981,4 医療法人　正優会　天〒830-0033 0942-38-2360医療法人　正優会　理田中　二三郎 平 9. 5. 1内   小   呼  診療所
     神田中内科医院 福岡県久留米市天神町４番地の１常　勤:    1事長　田中　二三郎 交代 循   消   リハ現存
     実吉センタービル４Ｆ (医       1) 平30. 5. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 2386221,982,2 医療法人　真島消化器〒839-0862 0942-33-5006医療法人　真島消化器眞島　康雄 平16.11. 1消   診療所
     クリニック 福岡県久留米市野中町１４８３番常　勤:    1クリニック　理事長　 移動 現存
     地４ (医       1)眞島　康雄 平28.11. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 2387221,983,0 社会医療法人天神会　〒830-0033 0942-38-2222社会医療法人　天神会林　明宏 平 9. 8. 1一般       234地域支援
     新古賀病院 福岡県久留米市天神町１２０番地常　勤:   65　理事長　古賀　伸彦 新規 一般（感染） 病院
     (医      65) 平24. 8. 1    感染     8現存
     非常勤:   27 内   外   呼内
     (医      27) 呼外 循   消  
     心外 脳外 婦  
     放   麻   神内
     病理 臨床 救命
     形外 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 2388221,985,5 医療法人　松尾内科医〒839-0863 0942-22-0148医療法人　松尾内科医松尾　博司 平10. 1. 1一般        19診療所
     院 福岡県久留米市国分町１９４４番常　勤:    2院　理事長　松尾　治 組織変更 内   他   現存
     地の５ (医       2)之 平28. 1. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 2389221,986,3 医療法人すわの会　山〒830-0037 0942-21-9626医療法人すわの会　山上野　慎一 平10. 5. 1脳外 神内 リハ診療所
     下脳神経外科医院 福岡県久留米市諏訪野町１６２１常　勤:    1下脳神経外科医院　理 組織変更 放   現存
     番地 (医       1)事長　上野　慎一 平28. 5. 1
     非常勤:    1
     (医       1)
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 2390221,987,1 医療法人　日高整形外〒830-0053 0942-22-5700医療法人　日高整形外日髙　滋紀 平10. 8. 1一般 病院
     科病院 福岡県久留米市藤山町１６４４番常　勤:    4科病院　理事長　日髙 組織変更     一般    37療養病床
     地の５ (医       3)　滋紀 平28. 8. 1整外 リウ リハ現存
     (薬       1) 内   
     非常勤:    7
     (医       6)
     (薬       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 2391221,988,9 医療法人　野原内科循〒830-0015 0942-32-2969医療法人　野原内科循野原　正敏 平11. 4. 1内   循   診療所
     環器科医院 福岡県久留米市螢川町６６番地の常　勤:    2環器科医院　理事長　 組織変更 現存
     １ (医       2)野原　正敏 平29. 4. 1
     非常勤:    1
     (医       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 2392221,991,3 医療法人　本間小児科〒830-0022 0942-35-3619医療法人　本間小児科本間　真一 平11. 4. 7小   診療所
     医院 福岡県久留米市城南町１４番地の常　勤:    1医院　理事長　本間　 組織変更 現存
     １ (医       1)真一 平29. 4. 7
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 2393221,992,1 医療法人　小島眼科医〒830-0022 0942-32-2038医療法人　小島眼科医小島　浩樹 平11. 4. 1眼   診療所
     院 福岡県久留米市城南町３番７ 常　勤:    1院　理事長　小島　浩 組織変更 現存
     (医       1)樹 平29. 4. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 2394221,993,9 医療法人春光会　はる〒830-0051 0942-22-8100医療法人　春光会　理春田　 伸 平11.12. 1内   循   胃  診療所
     た医院 福岡県久留米市南四丁目１番１８常　勤:    1事長　春田　 伸 組織変更 こう リハ 現存
     号 (医       1) 平29.12. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 2395221,994,7 医療法人　かとう小児〒830-0074 0942-27-2220医療法人　かとう小児加藤　榮司 平12. 1. 1小   診療所
     科医院 福岡県久留米市大善寺町夜明９９常　勤:    1科医院　理事長　加藤 組織変更 現存
     ５番地の２ (医       1)　榮司 平30. 1. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 2396221,995,4 医療法人　宇都内科医〒830-0037 0942-35-8220医療法人　宇都内科医宇都　公之 平12. 1. 1内   消   循  診療所
     院 福岡県久留米市諏訪野町１８５０常　勤:    1院　理事長　宇都　公 組織変更 呼   リハ 小  現存
     番地の１ (医       1)之 平30. 1. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 2397221,996,2 医療法人　みやさと皮〒839-0809 0942-45-3830医療法人　みやさと皮宮里　稔 平12. 1. 1皮   アレ 形外診療所
     膚科クリニック 福岡県久留米市東合川４丁目１番常　勤:    1膚科クリニック　理事 組織変更 現存
     地７ (医       1)長　宮里　稔 平30. 1. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 2398221,997,0 久留米厚生病院 〒830-0052 0942-22-3980医療法人コミュノテ風石橋　明 平12. 1. 1精神        69病院
     福岡県久留米市上津町２０７２番常　勤:    6と虹　理事長　堀川　 組織変更 精   心内 内  現存
     地の３０６ (医       4)公平 平30. 1. 1
     (薬       2)
     非常勤:   16
     (医      16)
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 2399221,998,8 医療法人社団五雲堂　〒830-0041 0942-34-3110医療法人社団五雲堂　齋藤　如由 平12. 3. 1一般        19診療所
     齋藤醫院 福岡県久留米市白山町３９０番地常　勤:    3理事長　齋藤　如由 組織変更 外   内   消  現存
     (医       3) 平30. 3. 1精   麻   
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 2400222,302,2 山本内科医院 〒830-0023 0942-35-5377山本　輝慶 山本　輝慶 昭48. 2. 1内   呼   胃  診療所
     福岡県久留米市中央町３７－６ 常　勤:    1 循   放   現存
     (医       1) 平30. 2. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 2401222,321,2 河野小児科医院 〒839-0863 0942-35-3219河野　信晴 河野　信晴 昭50. 4. 1内   小   診療所
     福岡県久留米市国分町字池の上７常　勤:    1 現存
     ５７－５ (医       1) 平29. 4. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 2402222,331,1 梯外科診療所 〒830-0022 0942-39-4166梯　徳三 梯　徳三 昭51. 4. 1循   外   整外診療所
     福岡県久留米市城南町７の１３ 常　勤:    1 現存
     (医       1) 平24. 4. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 2403222,395,6 田中地平小児科医院 〒830-0061 0942-34-9302田中　地平 田中　地平 昭61. 1. 1小   診療所
     福岡県久留米市津福今町１２８－常　勤:    1 現存
     ５ (医       1) 平28. 1. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 2404222,932,6 医療法人社団聖風園　〒839-0852 0942-22-1308医療法人社団聖風園　半井　都枝子 平元. 3. 1療養       112病院
     半井病院 福岡県久留米市高良内町４４７２常　勤:    2理事長　半井　都枝子 内   呼内 放  療養病床
     (医       2) 平28. 3. 1リハ 現存
     非常勤:   18
     (医      18)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 2405222,938,3 医療法人　いとう小児〒830-0037 0942-33-2551医療法人いとう小児科伊藤　雄平 平30. 3.10小   診療所
     科 久留米市諏訪野町１９０３番地３常　勤:    1　理事長　伊藤　雄平 移動 現存
     の１２ (医       1) 平30. 3.10
     非常勤:    1
     (医       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 2406222,956,5 医療法人　尾関眼科医〒830-0072 0942-26-5166医療法人　尾関眼科医尾関　信泰 平 6. 1. 1眼   診療所
     院 福岡県久留米市安武町安武本２９常　勤:    1院　理事長　尾関　信 組織変更 現存
     ２７－４ (医       1)泰 平30. 1. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 2407231,075,3 まるおか小児科内科医〒833-0041 0942-53-2041丸岡　隆之 丸岡　隆之 平 6. 4.19内   胃   放  診療所
     院 福岡県筑後市大字和泉２４７の５常　勤:    1 交代 小   現存
     (医       1) 平30. 4.19
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 2408231,092,8 ひらき医院 〒833-0033 0942-54-2220平木　幹久 平木　幹久 平13. 5. 1胃   こう 呼  診療所
     福岡県筑後市大字上北島出口１１常　勤:    1 新規 外   リハ 麻  現存
     ５３－３ (医       1) 平25. 5. 1
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 2409231,093,6 山﨑医院 〒833-0031 0942-53-2753山﨑　明 山﨑　明 平14.11. 1内   循   小  診療所
     福岡県筑後市大字山ノ井２７７ 常　勤:    1 移動 現存
     (医       1) 平26.11. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 2410231,099,3 江崎耳鼻咽喉科医院 〒833-0031 0942-53-2347江崎　修市 江崎　修市 平22. 9. 1耳い 診療所
     福岡県筑後市山ノ井３５８番５ 常　勤:    1 移動 現存
     (医       1) 平28. 9. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 2411231,101,7 筑後市立病院 〒833-0041 0942-53-7511地方独立行政法人　筑吉田　正 平23. 4. 1一般       231病院
     福岡県筑後市大字和泉９１７番地常　勤:   34後市立病院　理事長　 交代 一般（感染） 現存
     １ (医      32)吉田　正 平29. 4. 1             2
     (薬       2) 内   消   呼内
     非常勤:  130 循   皮   脳外
     (医     129) 小   放   外  
     (歯       1) 心外 整外 産婦
     耳い ひ   眼  
     麻   リハ 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 2412231,102,5 医療法人　やまなクリ〒833-0054 0942-42-3888医療法人　やまなクリ山名　一有 平24.12. 1外   内   循  診療所
     ニック 福岡県筑後市蔵数１０５５番地１常　勤:    1ニック　理事長　山名 組織変更 消   呼   現存
     (医       1)　一有 平24.12. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 2413231,103,3 小林レディースクリニ〒833-0027 0942-53-0012医療法人　愛洋香　理小林　洋 平25. 1. 1一般        10診療所
     ック 福岡県筑後市大字水田９９３番地常　勤:    1事長　小林　洋 組織変更 産   婦   麻  現存
     １ (医       1) 平25. 1. 1
     非常勤:    1
     (医       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 2414231,104,1 柿添医院 〒833-0006 0942-51-1239医療法人　有栄会　理柿添　有二 平26. 4. 1内   小   呼内診療所
     福岡県筑後市大字新溝８８番地１常　勤:    1事長　柿添　有二 組織変更 胃   リハ 現存
     (医       1) 平26. 4. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 2415231,105,8 よしむら皮ふクリニッ〒833-0014 0942-65-3912吉村　和弘 吉村　和弘 平27. 5. 1皮   診療所
     ク 福岡県筑後市大字尾島１９０番地常　勤:    1 新規 現存
     １ (医       1) 平27. 5. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 2416231,106,6 安田クリニック 〒833-0053 0942-51-7313安田　智生 安田　智生 平27. 6. 1内   循   診療所
     福岡県筑後市大字西牟田字城崎３常　勤:    2 新規 現存
     ６７１番１１ (医       2) 平27. 6. 1
     非常勤:    1
     (医       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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 2417231,108,2 牛島医院 〒833-0001 0942-53-3808牛島　正貴 牛島　正貴 平28. 7. 1胃   こう 外  診療所
     福岡県筑後市一条１２４２ 常　勤:    1 新規 内   麻   現存
     (医       1) 平28. 7. 1
     非常勤:    1
     (医       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 2418231,109,0 加藤田整形外科 〒833-0055 0942-53-6811医療法人加藤田整形外加藤田　善朗 平30. 1. 5整外 リハ 皮  診療所
     筑後市大字熊野１５３９－９ 常　勤:    2科　理事長　加藤田　 組織変更 現存
     (医       2)善朗 平30. 1. 5
     非常勤:    1
     (医       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 2419231,110,8 寺﨑脳神経外科 〒833-0031 0942-42-1234医療法人五常会　理事寺﨑　瑞彦 平30. 3. 1脳外 リハ 神内診療所
     筑後市大字山ノ井７５４番地１ 常　勤:    1長　寺﨑　瑞彦 組織変更 現存
     (医       1) 平30. 3. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 2420231,111,6 あさかわ整形外科クリ〒833-0031 0942-51-7339医療法人康恵会　理事浅川　康司 平30. 4. 1整外 リハ リウ診療所
     ニック 筑後市山ノ井２１８番地１ 常　勤:    1長　浅川　康司 組織変更 他   現存
     (医       1) 平30. 4. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 2421231,902,8 医療法人清友会　植田〒833-0053 0942-53-5161医療法人清友会　理事植田　清一郎 昭63. 8. 1療養        41病院
     病院 福岡県筑後市大字西牟田６３５９常　勤:    6長　植田　清一郎 精神       180現存
     －３ (医       6) 平24. 8. 1精   神   内  
     非常勤:    8 循   消   放  
     (医       8) リハ 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 2422231,905,1 医療法人　チクゴ医院〒833-0014 0942-53-4350医療法人　チクゴ医院堀　義晴 平 6.12. 1一般         9診療所
     福岡県筑後市大字尾島６８５ 常　勤:    1　理事長　堀　義晴 組織変更 療養         6現存
     (医       1) 平27.12. 1内   循   胃  
     放   
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 2423231,906,9 医療法人　田中整形外〒833-0032 0942-53-5000医療法人田中整形外科柿添　光生 平 7. 1. 1整外 リハ リウ診療所
     科医院 福岡県筑後市大字野町６６６－２常　勤:    1医院　理事長　柿添　 組織変更 現存
     (医       1)光生 平28. 1. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 2424231,907,7 医療法人　山下眼科医〒833-0031 0942-53-2225医療法人　山下眼科医山下　理一郎 平 7. 5. 1眼   診療所
     院 福岡県筑後市大字山ノ井字橋爪７常　勤:    2院　理事長　山下　理 組織変更 現存
     ９９－４ (医       2)一郎 平28. 5. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 2425231,908,5 医療法人　中村クリニ〒833-0032 0942-52-7311医療法人　中村クリニ中村　芳文 平 7. 6. 1一般         8診療所
     ック 福岡県筑後市大字野町６６５－１常　勤:    1ック　理事長　中村　 組織変更 ひ   現存
     (医       1)芳文 平28. 6. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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 2426231,909,3 医療法人　川上小児科〒833-0004 0942-54-0630医療法人　川上小児科川上　晃 平 9. 4. 1小   診療所
     医院 福岡県筑後市大字徳久１９６ー５常　勤:    1医院　理事長　川上　 組織変更 現存
     (医       1)晃 平30. 4. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 2427231,910,1 医療法人　永田医院 〒833-0007 0942-53-3271医療法人　永田医院　永田　一良 平 9. 5. 1内   小   胃  診療所
     福岡県筑後市大字鶴田２５１番地常　勤:    1理事長　永田　一良 組織変更 現存
     の８ (医       1) 平30. 5. 1
     非常勤:    1
     (医       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 2428231,911,9 医療法人　浩明会　吉〒833-0005 0942-54-1888医療法人　浩明会　理吉田　浩一 平10. 1. 1眼   診療所
     田眼科医院 福岡県筑後市大字長浜２３６０番常　勤:    1事長　吉田　浩一 組織変更 現存
     地の２ (医       1) 平28. 1. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 2429231,912,7 医療法人　なかの内科〒833-0031 0942-53-5668医療法人　なかの内科中野　均 平10. 9. 1内   消   小  診療所
     消化器科医院 福岡県筑後市大字山ノ井９７５番常　勤:    1消化器科医院　理事長 移動 現存
     地 (医       1)　中野　均 平28. 9. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 2430231,913,5 医療法人　平井医院 〒833-0041 0942-53-2353医療法人　平井医院　平井　連 平10. 4. 1内   小   呼内診療所
     福岡県筑後市大字和泉３８２番地常　勤:    2理事長　平井　連 組織変更 現存
     (医       2) 平28. 4. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 2431231,914,3 医療法人　枕流堂　あ〒833-0031 0942-53-3044医療法人枕流堂　あだ足達　教 平12. 4. 1内   循   呼  診療所
     だち循環器科内科クリ福岡県筑後市大字山ノ井２８７番常　勤:    1ち循環器科内科クリニ 組織変更 消   リハ アレ現存
     ニック 地 (医       1)ック　理事長　足達　 平30. 4. 1リウ 心内 小  
     非常勤:    2教
     (医       2)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 2432231,915,0 医療法人　おおうち内〒833-0056 0942-54-0600医療法人　おおうち内大内　和弘 平12.12. 1内   呼   胃  診療所
     科クリニック 福岡県筑後市大字久富８６８番地常　勤:    1科クリニック　理事長 組織変更 循   小   現存
     (医       1)　大内　和弘 平24.12. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 2433231,916,8 医療法人　石井内科医〒833-0003 0942-51-7751医療法人　石井内科医石井　浩三 平12.12. 1内   呼   消  診療所
     院 福岡県筑後市大字羽犬塚５４７番常　勤:    1院　理事長　石井　浩 組織変更 現存
     地 (医       1)三 平24.12. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 2434231,918,4 医療法人　宮城耳鼻咽〒833-0034 0942-52-8733医療法人宮城耳鼻咽喉宮城　千里 平14. 5. 1耳い 気食 アレ診療所
     喉科クリニック 福岡県筑後市大字下北島１１９５常　勤:    1科クリニック　理事長 組織変更 現存
     番地 (医       1)　宮城　千里 平26. 5. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 2435231,919,2 医療法人　杉村こども〒833-0027 0942-52-8915医療法人杉村こどもク杉村　徹 平14. 5. 1小   アレ 診療所
     クリニック 福岡県筑後市大字水田９９１番地常　勤:    1リニック　理事長　杉 組織変更 現存
     ２ (医       1)村　徹 平26. 5. 1
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 2436231,920,0 医療法人おおた胃腸科〒833-0044 0942-51-7080医療法人おおた胃腸科大田　準二 平15. 6. 2一般 診療所
     Ｓクリニック 福岡県筑後市大字富久１１５番地常　勤:    1Ｓクリニック　理事長 移動     一般     9現存
     の１ (医       1)　大田　準二 平27. 6. 2胃   外   こう
     非常勤:   10 内   リハ 
     (医      10)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 2437231,921,8 医療法人石人会　あか〒833-0054 0942-53-1123医療法人石人会　理事服部　隆一 平19. 1. 1内   呼   診療所
     さか診療所 福岡県筑後市大字蔵数５７８番地常　勤:    1長　服部　隆一 移動 現存
     ５３ (医       1) 平25. 1. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 2438231,923,4 医療法人小林外科 〒833-0005 0942-53-1001医療法人小林外科　理小林　重矩 平16. 1. 1外   胃   こう診療所
     福岡県筑後市大字長浜２３５８番常　勤:    1事長　小林　重矩 組織変更 循   現存
     地 (医       1) 平28. 1. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 2439231,924,2 医療法人　大橋整形外〒833-0053 0942-51-7001医療法人　大橋整形外大橋　輝明 平16.12. 1整外 リハ 麻  診療所
     科クリニック 福岡県筑後市大字西牟田３８７８常　勤:    1科クリニック　理事長 組織変更 現存
     番地６ (医       1)　大橋　輝明 平28.12. 1
     非常勤:    1
     (医       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 2440231,925,9 医療法人　さとうこど〒833-0054 0942-54-0123医療法人　さとうこど佐藤　登 平17. 5. 1小   診療所
     もクリニック 福岡県筑後市大字蔵数１０７番地常　勤:    1もクリニック　理事長 組織変更 現存
     １ (医       1)　佐藤　登 平29. 5. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 2441231,926,7 医療法人　いはら皮ふ〒833-0005 0942-54-7737医療法人　いはら皮ふ伊原　泰子 平17. 5. 1皮   アレ 形外診療所
     科クリニック 福岡県筑後市大字長浜１３８７番常　勤:    1科クリニック　理事長 組織変更 現存
     地１ (医       1)　伊原　泰子 平29. 5. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 2442231,927,5 医療法人翔山会　やま〒833-0033 0942-51-1110医療法人翔山会　理事山本　喜一郎 平17. 6. 1内   循   消  診療所
     もと内科循環器科医院福岡県筑後市大字上北島字七反田常　勤:    1長　山本　喜一郎 組織変更 呼   現存
     ３１２番地７ (医       1) 平29. 6. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 2443231,928,3 医療法人　つつみ脳神〒833-0054 0942-42-1155医療法人　つつみ脳神堤　健二 平19. 5. 1脳外 神内 リハ診療所
     経外科クリニック 福岡県筑後市大字蔵数６４２番地常　勤:    1経外科クリニック　理 組織変更 現存
     ７ (医       1)事長　堤　健二 平25. 5. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 2444232,066,1 伊藤医院 〒833-0012 0942-53-3531伊藤　洋一 伊藤　洋一 昭61. 8. 1一般    診療所
     福岡県筑後市大字溝口１２６３ 常　勤:    3 内   小   現存
     (医       3) 平28. 8. 1
     非常勤:    1
     (医       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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 2445232,067,9 川村皮膚科形成外科医〒833-0031 0942-53-3051川村　光二 川村　光二 昭63. 2. 1形外 皮   診療所
     院 福岡県筑後市大字山ノ井１０７５常　勤:    2 現存
     の３ (医       2) 平30. 2. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 2446232,074,5 馬田医院 〒833-0031 0942-53-2563馬田　裕二 馬田　裕二 平 5.12. 1外   胃   整外診療所
     福岡県筑後市大字山ノ井３３０ 常　勤:    1 交代 現存
     (医       1) 平29.12. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 2447232,903,5 医療法人　木附外科医〒833-0031 0942-53-3945医療法人　木附外科医木附　久雄 平元. 6. 1一般    診療所
     院 福岡県筑後市大字山ノ井７９７－常　勤:    2院　理事長　木附　久 外   内   消  現存
     １ (医       2)雄 平28. 6. 1こう リハ 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 2448232,904,3 医療法人勇山会　山方〒833-0002 0942-52-1351医療法人勇山会山方内山方　勇次 平 4. 1. 1一般    診療所
     内科医院 福岡県筑後市大字前津１８５４－常　勤:    1科医院　理事長　山方 内   小   循  現存
     １ (医       1)　勇次 平28. 1. 1消   呼   リハ
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 2449241,069,4 西内科医院 〒838-0062 0946-22-0183西　栄二 西　栄二 昭54.12. 1内   循   診療所
     福岡県朝倉市堤１６０３番地２ 常　勤:    1 現存
     (医       1) 平27.12. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 2450241,073,6 小川内科、胃腸科医院〒838-0068 09462-2-2130小川　清 小川　清 昭58. 7. 1内   胃   診療所
     福岡県朝倉市甘木１９７１番地 常　勤:    3 現存
     (医       3) 平28. 7. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 2451241,081,9 こばやし皮膚科医院 〒838-0068 0946-22-2577古林　修一 古林　修一 昭63. 6. 1皮   診療所
     福岡県朝倉市甘木１５９９番地１常　勤:    1 現存
     (医       1) 平30. 6. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 2452241,085,0 福嶋眼科医院 〒838-0062 福嶋　正博 福嶋　正博 平 5. 1. 1一般        10診療所
     福岡県朝倉市堤４６９番地１ 常　勤:    1 眼   現存
     (医       1) 平29. 1. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 2453241,087,6 坂田医院 〒838-0062 0946-22-2768坂田　高 坂田　高 平 6. 9.16内   外   循  診療所
     福岡県朝倉市堤９４９番地 常　勤:    1 交代 胃   現存
     (医       1) 平24. 9.16
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 2454241,088,4 冨田小児科医院 〒838-0068 0946-22-2036冨田　哲生 冨田　哲生 平 7. 1. 1小   小外 診療所
     福岡県朝倉市甘木７６０番地 常　勤:    1 交代 現存
     (医       1) 平28. 1. 1
     非常勤:    1
     (医       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------



 医 療 機 関 番 号  医 療 機 関 名 称 医療機関所在地 開設者氏名 備  考管理者氏名項 番
指定年月日
登録理由
指定期間始

病床数
／

診療科名

電話番号
／

勤務医数

                 コード内容別医療機関一覧表

［平成30年 6月 1日現在　医科　　　現存／休止］ 平成30年 6月 1日作成   279 頁

 2455241,090,0 冨田内科医院 〒838-0068 0946-24-0330冨田　泰生 冨田　泰生 平 8. 1. 1内   呼   消  診療所
     福岡県朝倉市甘木１５２３番地１常　勤:    1 新規 リハ 現存
     (医       1) 平29. 1. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 2456241,091,8 池田耳鼻咽喉科医院 〒838-0068 0946-21-1678池田　佳充 池田　佳充 平 8. 4. 1耳い 診療所
     福岡県朝倉市甘木１８７０番地１常　勤:    1 新規 現存
     (医       1) 平29. 4. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 2457241,092,6 たかせ小児科医院 〒838-0069 0946-21-1146高瀬　英生 高瀬　英生 平 9. 1. 1小   診療所
     福岡県朝倉市来春１８９番地１ 常　勤:    2 新規 現存
     (医       2) 平30. 1. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 2458241,093,4 やすなが内科胃腸科医〒838-0068 0946-22-2050安永　祐三 安永　祐三 平 9. 1. 1内   消   放  診療所
     院 福岡県朝倉市甘木１７２２番地 常　勤:    1 新規 現存
     (医       1) 平30. 1. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 2459241,094,2 星野医院 〒838-0015 0946-21-0132星野　芳弘 星野　芳弘 平 9. 5. 1外   循   リハ診療所
     福岡県朝倉市持丸４５５番地１２常　勤:    1 新規 現存
     (医       1) 平30. 5. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 2460241,097,5 松元皮ふ科医院 〒838-0069 0946-21-7555松元　二郎 松元　二郎 平12. 5. 1皮   診療所
     福岡県朝倉市来春２１８番地７ 常　勤:    1 新規 現存
     (医       1) 平30. 5. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 2461241,098,3 杉山診療所 〒838-0017 0946-25-0010杉山　正治 杉山　正治 平12. 5. 6内   外   診療所
     福岡県朝倉市千手９４２番地 常　勤:    1 交代 現存
     (医       1) 平30. 5. 6
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 2462241,099,1 クリニックコスモ 〒838-0061 0946-23-2500西田　富昭 西田　富昭 平13. 4. 1一般        19診療所
     福岡県朝倉市菩提寺１８３番地５常　勤:    1 新規 内   呼   アレ現存
     ３ (医       1) 平25. 4. 1リハ 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 2463241,102,3 窪山医院 〒838-0068 0946-22-2014窪山　信一 窪山　信一 平15.12. 1内   胃   診療所
     福岡県朝倉市甘木７４２番地 常　勤:    2 交代 現存
     (医       2) 平27.12. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 2464241,106,4 山鹿医院 〒838-1521 0946-62-0501山鹿　昭彦 山鹿　昭彦 平13. 1.15内   循   胃  診療所
     福岡県朝倉市杷木志波４８５３番常　勤:    1 移動 現存
     地 (医       1) 平25. 1.15
     非常勤:    2
     (医       2)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------



 医 療 機 関 番 号  医 療 機 関 名 称 医療機関所在地 開設者氏名 備  考管理者氏名項 番
指定年月日
登録理由
指定期間始

病床数
／

診療科名

電話番号
／

勤務医数

                 コード内容別医療機関一覧表

［平成30年 6月 1日現在　医科　　　現存／休止］ 平成30年 6月 1日作成   280 頁

 2465241,107,2 重松医院 〒838-1511 0946-62-0721重松　浩成 重松　浩成 平13. 1. 1内   皮   呼  診療所
     福岡県朝倉市杷木池田７１３番地常　勤:    1 交代 現存
     ４ (医       1) 平25. 1. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 2466241,109,8 くまもと内科医院 〒838-0023 0946-22-3101熊本　正史 熊本　正史 平24. 1. 1内   消   胃  診療所
     福岡県朝倉市三奈木２７３６－２常　勤:    2 交代 現存
     (医       2) 平30. 1. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 2467241,110,6 栗林皮膚泌尿器科医院〒838-0068 0946-22-5587栗林　裕二 栗林　裕二 平24. 1. 2一般         4診療所
     福岡県朝倉市甘木６０８－１ 常　勤:    1 交代 皮   ひ   現存
     (医       1) 平30. 1. 2
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 2468241,112,2 医療法人　福嶋医院 〒838-0023 0946-22-3116医療法人　福嶋医院　福嶋　正孝 平27. 1. 1内   診療所
     福岡県朝倉市三奈木３１１１番地常　勤:    1理事長　福嶋　正孝 組織変更 現存
     ２ (医       1) 平27. 1. 1
     非常勤:    2
     (医       2)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 2469241,113,0 富田産婦人科医院 〒838-0068 0946-22-2234医療法人　富田産婦人東島　正 平27. 1. 1一般        12診療所
     福岡県朝倉市甘木１９７９番地８常　勤:    2科医院　理事長　東島 組織変更 産婦 現存
     (医       2)　正 平27. 1. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 2470241,114,8 手島眼科医院 〒838-1512 0946-62-0322手島　靖夫 手島　靖夫 平27. 1. 1眼   診療所
     福岡県朝倉市杷木寒水５ 常　勤:    1 交代 現存
     (医       1) 平27. 1. 1
     非常勤:    1
     (医       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 2471241,115,5 古賀内科・呼吸器内科〒838-1302 0946-52-3011古賀　丈晴 古賀　丈晴 平28.11.28内   呼内 アレ診療所
     クリニック 朝倉市宮野１８８０－８ 常　勤:    1 移動 現存
     (医       1) 平28.11.28
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 2472241,116,3 やなぎだ整形外科クリ〒838-0064 0946-21-7550医療法人　やなぎだ整柳田　巌 平27. 5. 1整外 リウ リハ診療所
     ニック 福岡県朝倉市頓田６５９番地１ 常　勤:    1形外科クリニック　理 組織変更 現存
     (医       1)事長　柳田　巌 平27. 5. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 2473241,117,1 医療法人社団　医王会〒838-0019 0946-25-0213医療法人社団　医王会田尻　豊實 平28. 4. 1内   外   診療所
     　秋月健生クリニック福岡県朝倉市上秋月１６２７番地常　勤:    1　理事長　鴛渕　雅男 交代 現存
     (医       1) 平28. 4. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 2474241,118,9 甘木大川整形外科 〒838-0068 0946-23-0111大川　孝 大川　孝 平28. 6. 1整外 リウ リハ診療所
     福岡県朝倉市甘木２４３１－４ 常　勤:    1 交代 現存
     (医       1) 平28. 6. 1
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 2475241,119,7 おおしま整形外科 〒838-0068 0946-23-9201大嶋　直人 大嶋　直人 平28.10. 1整外 リハ リウ診療所
     朝倉市甘木２０７２－１ 常　勤:    1 新規 現存
     (医       1) 平28.10. 1
     非常勤:    4
     (医       4)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 2476241,120,5 古賀循環器内科クリニ〒838-0062 0946-21-0011医療法人良信会　理事古賀　章正 平29. 4. 1循   内   診療所
     ック 朝倉市堤６５３番地１ 常　勤:    1長　古賀　章正 組織変更 現存
     (医       1) 平29. 4. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 2477241,121,3 安岡医院 〒838-0051 0946-22-2912医療法人安岡医院　理安岡　盟 平29. 4. 1小   内   循  診療所
     朝倉市小田８９６番地１ 常　勤:    2事長　安岡　盟 組織変更 現存
     (医       2) 平29. 4. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 2478241,122,1 大谷クリニック 〒838-0065 0946-21-7830大谷　圭介 大谷　圭介 平29.11. 1内   消   診療所
     朝倉市一木１６２ 常　勤:    1 新規 現存
     (医       1) 平29.11. 1
     非常勤:    1
     (医       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 2479241,902,6 福岡県北筑後保健所 〒838-0068 0946-22-3963福岡県知事　小川　洋宮崎　親 昭53. 7. 1内   診療所
     福岡県朝倉市甘木２０１４番地１常　勤:    1 現存
     (医       1) 平29. 4. 1
     非常勤:    1
     (医       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 2480241,904,2 医療法人祥風会　甘木〒838-0031 0946-22-8111医療法人　祥風会　理高良　由貴夫 昭60. 5. 1精神       160病院
     病院 福岡県朝倉市屋永２２９５番地２常　勤:    6事長　高良　由貴夫 内   精   心内現存
     (医       5) 平30. 5. 1
     (薬       1)
     非常勤:   20
     (医      20)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 2481241,907,5 甘木中央病院 〒838-0068 0946-22-5550医療法人社団俊聖会　中村　雅史 昭60. 1. 1一般        96病院
     福岡県朝倉市甘木６６７番地 常　勤:   11理事長　中村　雅史 療養        92現存
     (医      11) 平30. 1. 1内   呼   胃  
     非常勤:   40 循   外   整外
     (医      40) 脳外 小外 麻  
     リハ 放   
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 2482241,908,3 医療法人　富田耳鼻咽〒838-0068 0946-22-2415医療法人　富田耳鼻咽富田　和英 平元. 9. 1耳い 気食 診療所
     喉科医院 福岡県朝倉市甘木１９７１番地２常　勤:    2喉科医院　理事長　富 現存
     (医       2)田　英壽 平28. 9. 1
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 2483241,909,1 医療法人　実藤医院 〒838-0065 0946-22-5555医療法人　実藤医院　實藤　俊昭 平元. 9. 1内   呼内 消  診療所
     福岡県朝倉市一木５４番地 常　勤:    1理事長　實藤　俊昭 循   現存
     (医       1) 平28. 9. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 2484241,911,7 医療法人武井医院 〒838-0058 0946-22-2300医療法人武井医院　理山部　仁子 平 2. 8. 1内   呼   循  診療所
     福岡県朝倉市馬田１０９０番地 常　勤:    1事長　山部　仁子 小   消   現存
     (医       1) 平29. 8. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 2485241,912,5 医療法人　正眼会　井〒838-0068 0946-22-2767医療法人　正眼会　井井上　浩利 平 4. 8. 1眼   診療所
     上眼科医院 福岡県朝倉市甘木１８８８番地１常　勤:    3上眼科医院　理事長　 現存
     (医       3)井上　浩利 平28. 8. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 2486241,913,3 医療法人福嶋外科小児〒838-0068 0946-22-2565医療法人福嶋外科小児福嶋　賢治 平 5. 4. 1外   整外 内  診療所
     科医院 福岡県朝倉市甘木９４４番地 常　勤:    2科医院　理事長　福嶋 小   消   胃  現存
     (医       2)　賢治 平29. 4. 1こう 
     非常勤:    1
     (医       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 2487241,914,1 医療法人　久保山脳神〒838-0026 0946-24-1711医療法人　久保山脳神久保山　雅生 平 6. 1. 1脳外 診療所
     経外科医院 福岡県朝倉市柿原７９３番地 常　勤:    1経外科医院　理事長　 組織変更 現存
     (医       1)久保山雅生 平30. 1. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 2488241,916,6 医療法人社団　医王会〒838-0068 0946-22-5511医療法人社団　医王会鴛渕　雅男 平 8. 5. 1一般 病院
     　朝倉健生病院 福岡県朝倉市甘木１５１番地４ 常　勤:   14　朝倉健生病院　理事 組織変更     一般   150現存
     (医      14)長　鴛渕　雅男 平29. 5. 1内   呼内 循  
     非常勤:   26 消   脳内 神内
     (医      26) 外   こう 心外
     整外 脳外 形外
     胸外 皮   ひ  
     透析 眼   耳い
     リハ 放   麻  
     リウ 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 2489241,918,2 医療法人社団　医王会〒838-0020 0946-22-2223医療法人社団　医王会麻生　重仁 平10. 8. 1内   消   整外診療所
     　美奈宜の杜クリニッ福岡県朝倉市美奈宜の杜５丁目１常　勤:    4　理事長　鴛渕　雅男 新規 現存
     ク ２番２０号 (医       4) 平28. 8. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 2490241,919,0 医療法人常盤会　まつ〒838-0062 0946-22-1066医療法人常盤会　まつ松﨑　雅 平11.12. 1消   循   診療所
     ざきクリニック 福岡県朝倉市堤１６９５番地１ 常　勤:    1ざきクリニック　理事 組織変更 現存
     (医       1)長　松﨑　雅 平29.12. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 2491241,920,8 医療法人坂井眼科医院〒838-0068 0946-22-2266医療法人　坂井眼科医坂井　邦男 平12. 5. 1一般    診療所
     福岡県朝倉市甘木８７０番地４ 常　勤:    1院　理事長　坂井　邦 組織変更 眼   現存
     (医       1)男 平30. 5. 1



 医 療 機 関 番 号  医 療 機 関 名 称 医療機関所在地 開設者氏名 備  考管理者氏名項 番
指定年月日
登録理由
指定期間始

病床数
／

診療科名

電話番号
／

勤務医数

                 コード内容別医療機関一覧表

［平成30年 6月 1日現在　医科　　　現存／休止］ 平成30年 6月 1日作成   283 頁

 2492241,921,6 医療法人　かつき会　〒838-0055 0946-22-6121医療法人　かつき会　香月　玄洋 平12. 6. 1療養 病院
     香月病院 福岡県朝倉市下浦７１５番地 常　勤:    2理事長　香月　玄洋 組織変更     療養    60現存
     (医       2) 平30. 6. 1内   呼内 循  
     非常勤:   39 消   外   こう
     (医      39) 整外 リハ 麻  
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 2493241,922,4 医療法人　田中内科医〒838-0068 0946-22-3715医療法人田中内科医院田中　正彦 平13. 1. 1一般    診療所
     院 福岡県朝倉市甘木６１０番地 常　勤:    2　理事長　田中　正彦 組織変更 内   消   循  現存
     (医       2) 平25. 1. 1放   
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 2494241,923,2 医療法人　甘木第一ク〒838-0064 0946-24-5151医療法人甘木第一クリ川﨑　誠一 平13.12. 1一般        19診療所
     リニック 福岡県朝倉市頓田５９６番地３ 常　勤:    1ニック　理事長　川﨑 組織変更 内   呼   胃  現存
     (医       1)　誠一 平25.12. 1循   リハ 麻  
     非常勤:    4
     (医       4)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 2495241,924,0 朝倉医師会病院 〒838-0069 0946-23-0077一般社団法人朝倉医師藤井　輝彦 平17. 4. 1一般       300病院
     福岡県朝倉市来春４２２－１ 常　勤:   33会　会長　火野坂　徹 交代 内   循   外  現存
     (医      33) 平29. 4. 1整外 ひ   眼  
     非常勤:  174 呼内 麻   小  
     (医     174) 放   リハ 消  
     皮   呼外 神内
     病理 救命 脳外
     他   
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 2496241,926,5 医療法人　和田外科医〒838-1511 0946-62-0676医療法人和田外科医院和田　雅英 平 5. 4. 1外   胃   こう診療所
     院 福岡県朝倉市杷木池田５３９番地常　勤:    2　理事長　和田　雅英 リハ 現存
     １ (医       2) 平29. 4. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 2497241,928,1 医療法人　田辺医院 〒838-1511 0946-62-0061医療法人　田辺医院　田邉　庸一 平 9. 4. 1内   小   診療所
     福岡県朝倉市杷木池田６２６番地常　勤:    1理事長　田邉　庸一 組織変更 現存
     １ (医       1) 平30. 4. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 2498241,930,7 朝倉市国民健康保険直〒838-1307 0946-52-1131朝倉市　市長　林　裕大坪　正明 平18. 3.20内   胃   放  診療所
     営診療所 福岡県朝倉市古毛５８５ 常　勤:    2二 交代 現存
     (医       2) 平30. 3.20
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 2499241,931,5 森山内科 〒838-1511 0946-62-0111医療法人　慈香会　理森山　敦夫 平19. 9. 1一般 診療所
     福岡県朝倉市杷木池田７８９番地常　勤:    1事長　森山　敦夫 組織変更     一般    18療養病床
     ５ (医       1) 平25. 9. 1療養 現存
         療養     1
     内   小   消  
     呼   



 医 療 機 関 番 号  医 療 機 関 名 称 医療機関所在地 開設者氏名 備  考管理者氏名項 番
指定年月日
登録理由
指定期間始

病床数
／

診療科名

電話番号
／

勤務医数

                 コード内容別医療機関一覧表

［平成30年 6月 1日現在　医科　　　現存／休止］ 平成30年 6月 1日作成   284 頁

 2500242,076,8 きたの小児科医院 〒838-0031 0946-23-1177北野　明子 北野　明子 昭61.11. 1内   小   診療所
     福岡県朝倉市屋永１７７０番地１常　勤:    1 現存
     (医       1) 平28.11. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 2501251,064,2 本村産婦人科医院 〒831-0004 0944-86-3603本村　彪 本村　彪 昭53. 7. 1産   婦   診療所
     福岡県大川市大字榎津２９４－１常　勤:    1 現存
     (医       1) 平29. 7. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 2502251,087,3 若津内科皮膚科医院 〒831-0005 0944-86-3211棚橋　信介 棚橋　信介 平 4. 4. 1内   胃   放  診療所
     福岡県大川市大字向島２５８５の常　勤:    2 皮   アレ 現存
     ６ (医       2) 平28. 4. 1
     非常勤:    2
     (医       2)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 2503251,090,7 平川クリニック 〒831-0004 0944-86-3148平川　伸夫 平川　伸夫 平 6. 5. 1一般        14診療所
     福岡県大川市大字榎津２８０，２常　勤:    2 交代 産   婦   麻  現存
     ８１ (医       2) 平30. 5. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 2504251,091,5 蔵本医院 〒831-0004 0944-86-2368蔵本　裕一 蔵本　裕一 平 6.12. 1内   胃   循  診療所
     福岡県大川市大字榎津４１６－１常　勤:    2 交代 現存
     －１ (医       2) 平27.12. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 2505251,092,3 児玉医院 〒831-0016 0944-86-2373児玉　雄一郎 児玉　雄一郎 平13. 3.17内   小   診療所
     福岡県大川市大字酒見４８６－２常　勤:    1 交代 現存
     (医       1) 平25. 3.17
     非常勤:    1
     (医       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 2506251,096,4 産科婦人科大橋医院 〒831-0035 0944-87-9868医療法人　大橋医院　大橋　裕 平23. 1. 1一般        11診療所
     福岡県大川市大字津字古賀前２６常　勤:    1理事長　大橋　裕 組織変更 産   婦   現存
     番地１ (医       1) 平29. 1. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 2507251,097,2 今村医院 〒831-0006 0944-86-3010田尻　友子 田尻　友子 平26. 4. 1内   診療所
     福岡県大川市大字中古賀７２４－常　勤:    1 交代 現存
     １ (医       1) 平26. 4. 1
     非常勤:    3
     (医       3)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 2508251,111,1 ひさしたかし整形外科〒831-0033 0944-87-5539医療法人　友李会　理久　尚史 平28. 4. 1整外 リハ リウ診療所
     クリニック 福岡県大川市幡保１５７番地 常　勤:    1事長　久　尚史 組織変更 現存
     (医       1) 平28. 4. 1
     非常勤:    3
     (医       3)
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 2509251,112,9 おの眼科 〒831-0033 0944-88-8366医療法人英真会　理事小野　英尚 平29. 5. 1眼   診療所
     大川市幡保１５７番地江頭エーザ常　勤:    1長　小野　英尚 組織変更 現存
     イ２Ｆ (医       1) 平29. 5. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 2510251,904,9 医療法人社団高邦会　〒831-0016 0944-87-0001医療法人社団　高邦会林　真一郎 昭61. 4. 1一般 病院
     (253,803,7) 高木病院 福岡県大川市大字酒見１４１－１常　勤:  102　理事長　高木　邦格     一般   426現存
     １ (医     100) 平28. 4. 1療養
     (歯       2)     療養    80
     非常勤:   49 内   透析 循  
     (医      49) 呼内 消   神内
     リウ 心内 外  
     呼外 こう 整外
     脳外 心外 ひ  
     皮   眼   産  
     婦   形外 放  
     麻   リハ 歯外
     耳い 小   救命
     病理 精   他  
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 2511251,907,2 医療法人　益子皮膚科〒831-0004 0944-87-1444医療法人　益子皮膚科益子　民 平 2.12. 1皮   診療所
     クリニック 福岡県大川市大字榎津８－１ 常　勤:    1クリニック　理事長　 現存
     (医       1)益子　民 平29.12. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 2512251,908,0 医療法人　倉富耳鼻咽〒831-0016 0944-86-4339医療法人　倉富耳鼻咽倉富　恒二 平 3. 4. 1耳   診療所
     喉科医院 福岡県大川市大字酒見５０７－５常　勤:    1喉科医院　理事長　倉 現存
     (医       1)富　恒二 平30. 4. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 2513251,909,8 医療法人　中村眼科医〒831-0016 0944-87-1618医療法人　中村眼科医中村　真也 平 4.12. 1一般         6診療所
     院 福岡県大川市大字酒見字中原１１常　勤:    1院　理事長　中村　真 眼   現存
     －１ (医       1)也 平28.12. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 2514251,910,6 医療法人　秋田クリニ〒831-0026 0944-86-2863医療法人　秋田クリニ秋田　章二 平19. 3.18内   小   放  診療所
     ック 福岡県大川市大字三丸４８５番地常　勤:    1ック　理事長　秋田　 移動 胃   現存
     １ (医       1)章二 平25. 3.18
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 2515251,913,0 福田病院 〒831-0005 0944-87-5757医療法人　福田病院　福田　弘 平 6. 9. 1一般        53病院
     福岡県大川市大字向島１７１７－常　勤:    7理事長　福田　弘 組織変更 療養        60現存
     ３ (医       7) 平24. 9. 1循   消   呼  
     非常勤:   27 こう 整外 形外
     (医      27) リウ ひ   脳外
     放   リハ 耳い
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------



 医 療 機 関 番 号  医 療 機 関 名 称 医療機関所在地 開設者氏名 備  考管理者氏名項 番
指定年月日
登録理由
指定期間始

病床数
／

診療科名

電話番号
／

勤務医数

                 コード内容別医療機関一覧表

［平成30年 6月 1日現在　医科　　　現存／休止］ 平成30年 6月 1日作成   286 頁

 2516251,915,5 医療法人　平田医院 〒831-0043 0944-86-2859医療法人　平田医院　平田　美幸 平 8. 9. 1内   小   診療所
     福岡県大川市大字新田２５６番地常　勤:    1理事長　平田　美幸 組織変更 現存
     の１ (医       1) 平29. 9. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 2517251,916,3 医療法人　いちのせ小〒831-0013 0944-86-2366医療法人　いちのせ小一ノ瀬　英世 平 9. 1. 1小   内   循  診療所
     児科内科医院 福岡県大川市大字中八院１２４７常　勤:    2児科内科医院　理事長 組織変更 現存
     番地 (医       2)　一ノ瀬　英世 平30. 1. 1
     非常勤:    2
     (医       2)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 2518251,917,1 おおかわメンタルクリ〒831-0004 0944-88-1275医療法人　松岡会　理北原　清惠 平12. 7. 1精   診療所
     ニック 福岡県大川市榎津大字大溝３１１常　勤:    1事長　北原　清恵 新規 現存
     番地の２ (医       1) 平24. 7. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 2519251,918,9 医療法人白髭会　足達〒831-0004 0944-88-2688医療法人　白髭会　理足達　剛 平13. 1. 1一般        11診療所
     消化器科整形外科医院福岡県大川市大字榎津３３２番地常　勤:    3事長　足達　剛 組織変更 療養         8現存
     の２ (医       3) 平25. 1. 1消   整外 外  
     リハ こう 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 2520251,919,7 有明クリニック 〒831-0016 0944-85-8080医療法人社団　高邦会山内　祐哉 平27. 5. 1内   診療所
     福岡県大川市大字酒見２１５番地常　勤:    1　理事長　高木　邦格 移動 現存
     １ (医       1) 平27. 5. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 2521251,920,5 道海クリニック 〒831-0007 0944-88-0707医療法人　永寿会　理山崎　大輔 平17. 1. 1内   歯   小歯診療所
     (253,045,5) 福岡県大川市大字道海島字小屋ノ常　勤:    2事長　山崎　大輔 組織変更 歯外 現存
     前６５８番２ (医       1) 平29. 1. 1
     (歯       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 2522251,921,3 医療法人宿正会　宿里〒831-0015 0944-86-4069医療法人　宿正会　理宿里　芳孝 平19. 4. 1内   消   循  診療所
     医院 福岡県大川市大字本木室５０７番常　勤:    1事長　宿里　芳孝 組織変更 現存
     地１ (医       1) 平25. 4. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 2523251,922,1 よしはら医院 〒831-0041 0944-87-2711医療法人緑青会　理事吉原　聡 平19. 5. 1内   胃   外  診療所
     福岡県大川市大字小保１７７番地常　勤:    1長　吉原　睦 組織変更 放   療養病床
     (医       1) 平25. 5. 1 現存
     非常勤:    1
     (医       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 2524251,923,9 医療法人　髙宮クリニ〒831-0034 0944-86-2812医療法人　髙宮クリニ髙宮　博樹 平19. 5. 1消   外   内  診療所
     ック 福岡県大川市大字一木５７１・５常　勤:    1ック　理事長　髙宮　 組織変更 こう 現存
     ７２番地 (医       1)博樹 平25. 5. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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 2525252,054,2 中尾外科 〒831-0021 0944-87-5522中尾　良一 中尾　良一 昭44.12. 1内   胃   外  診療所
     福岡県大川市大字大橋２７７－１常　勤:    1 整外 麻   現存
     (医       1) 平29.12. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 2526252,071,6 一ノ瀬医院 〒831-0022 0944-88-1830一ノ瀬　穂積 一ノ瀬　穂積 昭52. 5. 1内   胃   小  診療所
     福岡県大川市大字下木佐木３７５常　勤:    1 現存
     (医       1) 平28.11. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 2527252,081,5 田中クリニック 〒831-0026 0944-87-7404田中　泰則 田中　泰則 昭58. 7. 1内   外   整外診療所
     福岡県大川市大字三丸１４４２の常　勤:    1 現存
     １ (医       1) 平28. 7. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 2528252,089,8 溝田医院 〒831-0021 0944-86-3238溝田　健 溝田　健 平 5. 4. 1内   小   診療所
     福岡県大川市大字大橋１０６ 常　勤:    1 現存
     (医       1) 平29. 4. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 2529252,911,3 医療法人　松田耳鼻咽〒831-0004 0944-88-2100医療法人　松田耳鼻咽松田　知愛 平 5. 4. 1耳い 気食 アレ診療所
     喉科医院 福岡県大川市大字榎津２８０－５常　勤:    1喉科医院　理事長　松 現存
     ３ (医       1)田　知愛 平29. 4. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 2530252,912,1 医療法人　酒井小児科〒831-0004 0944-87-2200医療法人　酒井小児科酒井　良 平 5.10. 1一般        19診療所
     内科医院 福岡県大川市大字榎津２６１－１常　勤:    2内科医院　理事長　酒 組織変更 療養    現存
     (医       2)井　良 平29.10. 1小   内   
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 2531261,024,4 菊池整形外科医院 〒838-0142 0942-72-1106菊池　卓 菊池　卓 昭50. 4. 1整外 リハ リウ診療所
     福岡県小郡市大板井１４１５－３常　勤:    1 現存
     (医       1) 平29. 4. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 2532261,027,7 佛坂内科医院 〒838-0106 佛坂　博泰 佛坂　博泰 昭52. 7. 1内   アレ 診療所
     福岡県小郡市三沢４２２５－２８常　勤:    1 現存
     (医       1) 平28. 7. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 2533261,039,2 松隈産婦人科クリニッ〒838-0141 0942-73-3511松隈　孝則 松隈　孝則 昭61. 4. 1一般        10診療所
     ク 福岡県小郡市小郡１５０４ 常　勤:    1 産   婦   現存
     (医       1) 平24.11. 2
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 2534261,044,2 栗田耳鼻咽喉科 〒838-0102 0942-75-1133栗田　茂二朗 栗田　茂二朗 昭63. 6. 1一般        19診療所
     福岡県小郡市津古５６１－８ 常　勤:    3 耳   気食 現存
     (医       3) 平30. 6. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 2535261,045,9 田中耳鼻咽喉科医院 〒838-0144 0942-72-3387田中　久志 田中　久志 平元. 1.21耳   気食 診療所
     福岡県小郡市祇園１丁目１５ー６常　勤:    1 現存
     (医       1) 平28. 1. 1
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 2536261,046,7 井手胃腸科内科医院 〒838-0136 0942-73-1112井手　一敏 井手　一敏 平元. 5. 1一般    診療所
     福岡県小郡市上西鰺坂１０－１ 常　勤:    1 内   胃   現存
     (医       1) 平28. 5. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 2537261,049,1 冨田整形外科医院 〒838-0144 0942-72-8883冨田　幸男 冨田　幸男 平 7.11. 6整外 リハ 診療所
     福岡県小郡市祇園２丁目９ー１５常　勤:    1 移動 現存
     (医       1) 平28.11. 6
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 2538261,055,8 古川整形外科医院 〒838-0141 0942-72-3489古川　泰之 古川　泰之 平 4. 4. 1整外 リハ 診療所
     福岡県小郡市小郡６１９－５ 常　勤:    1 現存
     (医       1) 平28. 4. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 2539261,065,7 梯医院 〒838-0144 0942-72-2800梯　龍一 梯　龍一 平 7. 1. 1内   小   消  診療所
     福岡県小郡市祇園１丁目４番地の常　勤:    3 交代 循   皮   現存
     ３ (医       3) 平28. 1. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 2540261,067,3 黒岩医院 〒838-0125 0942-72-3077黒岩　達 黒岩　達 平 7. 9. 1内   胃   こう診療所
     福岡県小郡市二タ１２６４－４ 常　勤:    1 新規 外   現存
     (医       1) 平28. 9. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 2541261,068,1 いけだクリニック 〒838-0141 0942-72-2325池田　秀郎 池田　秀郎 平 8. 4. 1外   胃   内  診療所
     福岡県小郡市小郡６１５ 常　勤:    1 交代 リハ 現存
     (医       1) 平29. 4. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 2542261,070,7 ヨシタケ脳神経外科ク〒838-0141 0942-73-3550吉武　靖博 吉武　靖博 平 9.12. 1脳外 診療所
     リニック 福岡県小郡市小郡字町口１５０４常　勤:    1 新規 現存
     －１０ (医       1) 平27.12. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 2543261,071,5 かわち内科循環器科医〒838-0141 0942-41-2244河内　祥温 河内　祥温 平 9.12. 1内   循   リハ診療所
     院 福岡県小郡市小郡字町口１５０４常　勤:    1 新規 現存
     －１ (医       1) 平27.12. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 2544261,072,3 松尾医院 〒838-0143 0942-72-2011浦江　美由紀 浦江　美由紀 平10. 4. 1内   循   整外診療所
     福岡県小郡市小板井２７９番地 常　勤:    1 交代 リウ 婦   リハ現存
     (医       1) 平28. 4. 1
     非常勤:    1
     (医       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 2545261,073,1 河原内科クリニック 〒838-0141 0942-41-2330河原　敏彦 河原　敏彦 平12. 1. 1内   消   循  診療所
     福岡県小郡市小郡６７０－１ 常　勤:    1 新規 呼   放   現存
     (医       1) 平30. 1. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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 2546261,074,9 希みが丘クリニック 〒838-0107 0942-75-3030三宅　俊治 三宅　俊治 平13. 3. 1精   心内 診療所
     福岡県小郡市希みが丘２－１９－常　勤:    1 新規 現存
     １２ (医       1) 平25. 3. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 2547261,077,2 柴田メンタルクリニッ〒838-0144 0942-42-7700柴田　史朗 柴田　史朗 平14. 6. 1精   神   心内診療所
     ク 福岡県小郡市祇園１－１４－８　常　勤:    1 新規 内   現存
     ２Ｆ (医       1) 平26. 6. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 2548261,079,8 髙橋クリニック 〒838-0101 0942-23-0777髙橋　一石 髙橋　一石 平14. 7. 1婦   内   小  診療所
     福岡県小郡市美鈴が丘５丁目１２常　勤:    1 新規 皮   現存
     －６ (医       1) 平26. 7. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 2549261,081,4 ＲＩＮＤＥＮクリニッ〒838-0108 0942-23-0800林田　啓介 林田　啓介 平17. 8. 1胃   消   外  診療所
     ク 福岡県小郡市美鈴の杜一丁目１番常　勤:    1 新規 呼   こう 現存
     １１号 (医       1) 平29. 8. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 2550261,082,2 倉岡医院 〒838-0106 0942-75-5111倉岡　圭 倉岡　圭 平19. 6.21一般 診療所
     福岡県小郡市三沢３９４９－７ 常　勤:    1 交代     一般    19現存
     (医       1) 平25. 6.21内   消   
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 2551261,083,0 あかし心療クリニック〒838-0142 明石　広海 明石　広海 平21. 1. 1心内 精   診療所
     福岡県小郡市大板井１３９２－３常　勤:    1 新規 現存
     (医       1) 平27. 1. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 2552261,084,8 医療法人オアシス　福〒838-0101 0942-23-0300医療法人　オアシス　小橋　芳浩 平23. 5. 1一般        61病院
     岡志恩病院 福岡県小郡市美鈴が丘一丁目５番常　勤:    7理事長　小橋　芳浩 移動 整外 リハ 麻  現存
     ３ (医       7) 平29. 5. 1リウ 
     非常勤:   27
     (医      27)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 2553261,087,1 医療法人　くわの眼科〒838-0102 0942-75-0770医療法人　くわの眼科篠原　康之 平26. 5. 1一般        10診療所
     医院 福岡県小郡市津古５６３番１ 常　勤:    1医院　理事長　篠原　 組織変更 眼   現存
     (医       1)康之 平26. 5. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 2554261,088,9 高山泌尿器科クリニッ〒838-0102 0942-75-4511医療法人社団　邦生会中島　啓二 平26. 7. 1ひ   診療所
     ク 福岡県小郡市津古５５６番２ 常　勤:    1　理事長　高山　一生 新規 現存
     (医       1) 平26. 7. 1
     非常勤:    6
     (医       6)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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 2555261,091,3 まどかファミリークリ〒838-0109 0942-23-0066医療法人社団豊泉会　加藤　光樹 平29. 3. 1内   小   診療所
     ニック 小郡市あすみ１丁目４０番 常　勤:    4理事長　丸山　泉 移動 現存
     (医       4) 平29. 3. 1
     非常勤:    2
     (医       2)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 2556261,092,1 山口整形外科クリニッ〒838-0103 0942-65-3841山口　司 山口　司 平27. 5. 1整外 リハ 診療所
     ク 福岡県小郡市三国が丘１丁目５０常　勤:    1 新規 現存
     －２ (医       1) 平27. 5. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 2557261,093,9 福山泌尿器科医院 〒838-0141 0942-73-1217医療法人社団　豊泉会福山　明 平28. 3. 1一般        13診療所
     福岡県小郡市小郡字折口１０７番常　勤:    1　理事長　丸山　泉 交代 ひ   性   内  現存
     地８ (医       1) 平28. 3. 1
     非常勤:    1
     (医       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 2558261,094,7 田中クリニック 〒838-0101 0942-75-5377田中　英二 田中　英二 平28. 5. 1消   外   診療所
     福岡県小郡市美鈴が丘５丁目１２常　勤:    1 新規 現存
     番３ (医       1) 平28. 5. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 2559261,095,4 とみた内科循環器科 〒838-0108 0942-65-5000富田　英春 富田　英春 平28. 9. 1内   循   診療所
     小郡市美鈴の杜１丁目１－１ 常　勤:    1 新規 現存
     (医       1) 平28. 9. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 2560261,096,2 楡の木クリニック 〒838-0108 0942-27-7841富田　克 富田　克 平29. 4. 1精   心内 診療所
     小郡市美鈴の杜１丁目１番１号１常　勤:    1 新規 現存
     Ｆ (医       1) 平29. 4. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 2561261,097,0 ひやまクリニック呼吸〒838-0127 0942-23-8550医療法人ひやま会　理肥山　淳一郎 平29. 3. 1内   呼内 診療所
     器内科 小郡市大崎１０２０番地２ 常　勤:    1事長　肥山　淳一郎 組織変更 現存
     (医       1) 平29. 3. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 2562261,910,4 肢体不自由児通園施設〒838-0142 0942-72-7221社会福祉法人こぐま福　永　淳子 昭57. 8. 1内   精   小  診療所
     　こぐま学園 福岡県小郡市大板井字井尻１１４常　勤:    4祉会　理事長　大熊　 リハ 現存
     ３－１ (医       4)猛 平24. 8. 1
     非常勤:    5
     (医       5)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 2563261,911,2 丸山病院 〒838-0113 0942-73-0011医療法人社団　豊泉会仲敷　健一 昭59. 7. 1療養       145病院
     福岡県小郡市山隈字弥八郎２７３常　勤:    6　理事長　丸山　泉 その他      60現存
     －１１ (医       6) 平29. 7. 1内   消   循  
     非常勤:   24 呼内 神内 リハ
     (医      24) 心内 透析 整外
     ひ   他   
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 2564261,912,0 医療法人社団シマダ　〒838-0141 0942-72-2236医療法人社団　シマダ島田　昇二郎 昭63. 8. 1一般 地域支援
     嶋田病院 福岡県小郡市小郡２１７－１ 常　勤:   29　理事長　島田　郁子     一般   150病院
     (医      29) 平24. 8. 1救命 消   内  現存
     非常勤:   80 外   呼外 呼内
     (医      80) 整外 リハ 形外
     脳外 神内 循  
     放   病理 こう
     麻   
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 2565261,913,8 医療法人祥成会　富安〒838-0122 0942-73-1271医療法人祥成会　富安富安　祥尚 平元. 7. 1一般         6診療所
     医院 福岡県小郡市松崎７６４ 常　勤:    1医院　理事長　富安　 療養         6現存
     (医       1)祥尚 平28. 7. 1その他       6
     内   胃   外  
     整外 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 2566261,914,6 医療法人　和漢堂　福〒838-0141 0942-73-2789医療法人和漢堂　福冨福冨　稔明 平元.12. 1内   精   皮  診療所
     冨医院 福岡県小郡市小郡字折口３５８－常　勤:    1医院　理事長　福冨　 心内 アレ 現存
     ７ (医       1)稔明 平22.12. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 2567261,917,9 聖和記念病院 〒838-0102 0942-75-1230医療法人せいわ会　理蓮尾　春高 平 6. 1. 1一般 病院
     福岡県小郡市津古字半女寺１４７常　勤:   10事長　大橋　晋弘 組織変更     一般    95現存
     ０－１ (医       7) 平30. 1. 1療養
     (薬       3)     療養    68
     非常勤:    9 療養
     (医       9)     介護    32
     内   胃   循  
     呼   リハ 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 2568261,919,5 本間病院 〒838-0106 0942-73-0111医療法人寿栄会　理事本間　五郎 平 7. 6. 1療養        50病院
     福岡県小郡市三沢５２６ 常　勤:   10長　本間　五郎 組織変更 精神       189現存
     (医      10) 平28. 6. 1精   心内 内  
     非常勤:   17 リウ 循   放  
     (医      17) リハ 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 2569261,920,3 医療法人　きのした小〒838-0143 0942-72-6856医療法人　きのした小木下　昇平 平 7. 8. 1小   診療所
     児科クリニック 福岡県小郡市小板井４４０－７ 常　勤:    2児科クリニック　理事 組織変更 現存
     (医       1)長　木下　昇平 平28. 8. 1
     (歯       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 2570261,921,1 医療法人　春龍会　橋〒838-0142 0942-72-2335医療法人　春龍会　橋橋本　雅晶 平 7. 9. 1一般         7診療所
     本眼科医院 福岡県小郡市大板井１１８２－２常　勤:    1本眼科医院　理事長　 組織変更 眼   現存
     (医       1)橋本　雅晶 平28. 9. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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 2571261,922,9 医療法人　山下泌尿器〒838-0141 0942-73-5301医療法人　山下泌尿器山下　拓郎 平 9. 4. 1一般        10診療所
     科医院 福岡県小郡市小郡１５９０ー６ 常　勤:    2科医院　理事長　山下 組織変更 療養         3現存
     (医       2)　拓郎 平30. 4. 1ひ   
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 2572261,923,7 医療法人　古川医院 〒838-0141 0942-72-2415医療法人　古川医院　古川　哲也 平 9. 7.15内   小   消  診療所
     福岡県小郡市小郡３３０番地の１常　勤:    2理事長　古川　哲也 組織変更 現存
     ８ (医       2) 平24. 7.15
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 2573261,925,2 医療法人　広瀬眼科医〒838-0144 0942-72-2721医療法人　広瀬眼科医廣瀬　真惠 平10.12. 1眼   診療所
     院 福岡県小郡市祗園一丁目１５番地常　勤:    1院　理事長　廣瀬　真 組織変更 現存
     の１０ (医       1)惠 平28.12. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 2574261,926,0 医療法人　永田皮膚科〒838-0144 0942-73-0077医療法人　永田皮膚科永田　正和 平11. 5. 1皮   診療所
     医院 福岡県小郡市祇園２丁目２番１０常　勤:    1医院　理事長　永田　 組織変更 現存
     (医       1)正和 平29. 5. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 2575261,927,8 医療法人　石橋外科医〒838-0102 0942-75-3575医療法人　石橋外科医石橋　雅彦 平12. 4. 1一般        19診療所
     院 福岡県小郡市津古字大林１１２３常　勤:    1院　理事長　石橋　雅 組織変更 胃   外   整外現存
     番地５号 (医       1)彦 平30. 4. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 2576261,928,6 医療法人　協和病院 〒838-0144 0942-72-2121医療法人　協和病院　亀井　英也 平13. 1. 1一般        40病院
     福岡県小郡市祇園２－１－１０ 常　勤:    3理事長　中山　博司 組織変更 療養        45現存
     (医       3) 平25. 1. 1外   内   胃  
     非常勤:   15 皮   こう リハ
     (医      15)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 2577261,929,4 医療法人　格心会　蒲〒838-0141 0942-72-2007医療法人　格心会　理平野　誠 平14. 1. 1精神       148病院
     池病院 福岡県小郡市小郡１３４２番地の常　勤:    5事長　白川　由佳 組織変更 内   精   心内現存
     １ (医       4) 平26. 1. 1
     (薬       1)
     非常勤:   10
     (医      10)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 2578261,931,0 医療法人　山下こども〒838-0105 0942-41-7400医療法人　山下こども山下　康博 平17. 9. 1小   診療所
     クリニック 福岡県小郡市横隈７３５番５号 常　勤:    1クリニック　理事長　 組織変更 現存
     (医       1)山下　康博 平29. 9. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 2579261,932,8 医療法人　牛嶋産婦人〒838-0143 0942-73-3955医療法人　牛嶋産婦人牛嶋　春生 平18. 5. 1一般         8診療所
     科クリニック 福岡県小郡市小板井４９４番地１常　勤:    1科クリニック　理事長 組織変更 産婦 現存
     (医       1)　牛嶋　春生 平30. 5. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 2580261,934,4 医療法人　権藤内科循〒838-0143 0942-72-3000医療法人　権藤内科循権藤　秀之 平19. 5. 1内   循   呼内診療所
     環器科 福岡県小郡市小板井４２９番地１常　勤:    1環器科　理事長　権藤 組織変更 現存
     (医       1)　秀之 平25. 5. 1
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 2581261,935,1 医療法人　さとう産婦〒838-0102 0942-75-5366医療法人　さとう産婦佐藤　典生 平19. 6. 1一般 診療所
     人科 福岡県小郡市津古１２１０番地 常　勤:    1人科　理事長　佐藤　 組織変更     一般    17現存
     (医       1)典生 平25. 6. 1産   婦   
     非常勤:    1
     (医       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 2582261,936,9 医療法人海邦会　松崎〒838-0122 0942-73-2212医療法人　海邦会　理上妻　隆昌 平21. 9. 1療養        50病院
     記念病院 福岡県小郡市松崎１８番地７ 常　勤:    1事長　東　俊男 交代 内   呼   皮  療養病床
     (医       1) 平27. 9. 1放   現存
     非常勤:   13
     (医      13)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 2583261,937,7 弥生ファミリークリニ〒838-0136 0942-72-2414医療法人社団　豊泉会佐々木　一彦 平26. 4. 1内   循   消  診療所
     ック 福岡県小郡市上西鰺坂５２４番地常　勤:    1　理事長　丸山　泉 交代 現存
     (医       1) 平26. 4. 1
     非常勤:    3
     (医       3)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 2584262,023,5 西原内科医院 〒838-0141 0942-72-4701西原　貫二 西原　貫二 昭50. 1. 1内   呼   消  診療所
     福岡県小郡市小郡字中尾６９３－常　勤:    1 循   現存
     ７ (医       1) 平29. 1. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 2585262,030,0 赤松医院 〒838-0100 0942-72-2519赤松　誠一郎 赤松　誠一郎 昭55. 1.25内   外   麻  診療所
     福岡県小郡市千潟６８０ 常　勤:    1 現存
     (医       1) 平28. 1. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 2586262,033,4 渡辺内科胃腸科医院 〒838-0102 0942-75-3733渡辺　正俊 渡辺　正俊 昭57. 4. 1内   消   診療所
     福岡県小郡市津古８１５－１ 常　勤:    1 現存
     (医       1) 平28. 4. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 2587262,036,7 上野整形外科医院 〒838-0106 0942-75-2210上野　博章 上野　博章 昭60. 9. 1整外 リハ 診療所
     福岡県小郡市三沢字熊崎２４２５常　勤:    1 現存
     －５ (医       1) 平24. 9. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 2588262,058,1 中原内科クリニック 〒838-0103 0942-75-8021中原　俊尚 中原　俊尚 平17. 3.22内   呼   胃  診療所
     福岡県小郡市三国ケ丘１丁目１３常　勤:    1 移動 現存
     (医       1) 平29. 3.22
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 2589262,915,2 小郡三井医師会休日診〒838-0121 0942-72-5534一般社団法人小郡三井田中　久志 平 2. 8. 1内   外   診療所
     療センター 福岡県小郡市上岩田１２４６ 常　勤:    6医師会　会長　白石　 現存
     (医       6)恒明 平29. 8. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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 2590262,918,6 医療法人　浜崎外科整〒838-0126 0942-73-1607医療法人　浜崎外科整浜崎　惠 平 6. 1. 1整外 外   胃  診療所
     形外科医院 福岡県小郡市二森２３５－１ 常　勤:    1形外科医院　理事長　 組織変更 現存
     (医       1)浜崎　惠 平30. 1. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 2591271,002,8 牛島医院 〒839-1215 09-2-2750 牛島　繁 牛島　繁 昭37. 7. 1一般    診療所
     福岡県久留米市田主丸町竹野２１常　勤:    1 内   小   現存
     ２３ (医       1) 平28. 8. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 2592271,006,9 原田医院 〒839-1223 0943-73-0195原田　豊 原田　豊 平16. 1. 1内   小   診療所
     福岡県久留米市田主丸町以真恵４常　勤:    2 交代 現存
     ３６の１ (医       2) 平28. 1. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 2593271,007,7 医療法人聖峰会　田主〒839-1213 0943-72-2460医療法人聖峰会　理事鬼塚　一郎 昭55. 5. 1一般       178病院
     (273,026,1) 丸中央病院 福岡県久留米市田主丸町益生田８常　勤:   26長　鬼塚　一郎 精神        93療養病床
     ９２ (医      24) 平28. 5. 1療養        72現存
     (歯       2) 内   呼内 循  
     非常勤:   81 消   脳内 外  
     (医      80) 呼外 整外 リウ
     (歯       1) 脳外 眼   ひ  
     皮   放   精  
     リハ 歯   歯外
     心外 麻   形外
     救命 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 2594271,008,5 ゆうかり医療療育セン〒839-1216 0943-73-0152社会福祉法人　ゆうか本廣　孝 平25. 4. 1一般       150病院
     (273,027,9) ター 福岡県久留米市田主丸町中尾１２常　勤:   11り学園　理事長　日野 移動 整外 小   歯  現存
     ７２番地１ (医       7)　博愛 平25. 4. 1
     (薬       4)
     非常勤:   37
     (医      13)
     (歯      24)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 2595271,010,1 医療法人　林田耳鼻咽〒839-1233 09437-3-0333医療法人　林田耳鼻咽林田　邦彦 平元. 6. 1耳い 気食 診療所
     喉科医院 福岡県久留米市田主丸町田主丸４常　勤:    1喉科医院　理事長　林 現存
     ５５－４９ (医       1)田　邦彦 平28. 6. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 2596271,011,9 医療法人　竹下胃腸科〒839-1233 0943-72-3007医療法人　竹下胃腸科竹下　宗範 平17. 2. 1内   呼   胃  診療所
     ・内科医院 福岡県久留米市田主丸町田主丸２常　勤:    2・内科医院　理事長　 移動 消   循   放  現存
     ３７ (医       2)竹下　宗範 平29. 2. 1
     非常勤:    1
     (医       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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 2597271,012,7 医療法人　深川レディ〒839-1233 09437-2-1122医療法人　深川レディ深川　良二 平 3. 4. 1一般        19診療所
     スクリニック 福岡県久留米市田主丸町田主丸１常　勤:    1スクリニック　理事長 産婦 現存
     －２８ (医       1)　深川　良二 平30. 4. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 2598271,013,5 医療法人　吉村病院 〒839-1233 09437-2-3131医療法人　吉村病院　吉村　芳和 平 4. 9. 1療養        50病院
     福岡県久留米市田主丸町田主丸５常　勤:    1理事長　吉村　芳和 外   整外 消  現存
     ２０－１ (医       1) 平28. 9. 1こう リハ 
     非常勤:    5
     (医       5)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 2599271,014,3 医療法人　いけどう循〒839-1204 09437-2-1233医療法人　いけどう循池堂　博文 平10.12. 1一般         2診療所
     環器内科医院 福岡県久留米市田主丸町殖木４４常　勤:    2環器内科医院　理事長 組織変更 循   内   現存
     ２番地の５ (医       2)　池堂　博文 平28.12. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 2600271,016,8 やのクリニック 〒839-1202 0943-72-2464医療法人やのクリニッ矢野　敬文 平16. 5. 1内   小   呼  診療所
     福岡県久留米市田主丸町鷹取５３常　勤:    1ク　理事長　矢野　敬 組織変更 アレ 現存
     ３番地 (医       1)文 平28. 5. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 2601271,017,6 医療法人田中克己皮膚〒839-1221 09437-3-3922医療法人田中克己皮膚田中　克己 平16. 6. 1皮   診療所
     科クリニック 福岡県久留米市田主丸町上原３０常　勤:    1科クリニック　理事長 組織変更 現存
     ５番地の３ (医       1)　田中　克己 平28. 6. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 2602271,020,0 くまがえクリニック 〒839-1233 0943-72-2528熊谷　正士 熊谷　正士 平 4. 4. 1外   内   整外診療所
     福岡県久留米市田主丸町田主丸５常　勤:    1 放   現存
     ６０－１０ (医       1) 平28. 4. 1
     非常勤:    1
     (医       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 2603271,021,8 さがら整形外科 〒830-1114 0942-78-6889相良　正志 相良　正志 平 9. 5. 1一般         6診療所
     福岡県久留米市北野町高良１０５常　勤:    1 新規 療養        13現存
     ４ー１ (医       1) 平30. 5. 1整外 リハ リウ
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 2604271,026,7 大城診療所 〒830-1124 0942-78-2117淡河　喜雄 淡河　喜雄 平15. 4. 1内   呼内 消  診療所
     福岡県久留米市北野町乙吉２番地常　勤:    1 交代 放   現存
     (医       1) 平27. 4. 1
     非常勤:    1
     (医       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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 2605271,029,1 神代病院 〒830-1101 0942-78-3177医療法人三井会　理事中村　栄治 平27. 4. 1一般 病院
     福岡県久留米市北野町中川９００常　勤:    8長　神代　弘道 移動     一般    42現存
     番地１ (医       8) 平27. 4. 1療養
     非常勤:   28     療養    58
     (医      28) 外   消   内  
     神内 循   放  
     整外 リハ こう
     皮   救命 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 2606271,030,9 熊谷医院 〒830-1102 0942-78-4322熊谷　和俊 熊谷　和俊 昭50. 4. 1内   消   循  診療所
     福岡県久留米市北野町八重亀１９常　勤:    2 皮   現存
     ４ (医       2) 平29. 4. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 2607271,033,3 原口医院 〒830-0207 09426-2-3329原口　憲二 原口　憲二 昭57. 4. 6内   小   診療所
     福岡県久留米市城島町城島３３－常　勤:    1 現存
     ２ (医       1) 平27.12. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 2608271,035,8 富田病院 〒830-0223 0942-62-3121富田　裕輔 富田　裕輔 平15. 3.21一般 病院
     福岡県久留米市城島町四郎丸２６常　勤:    2 交代     一般    26現存
     １ (医       2) 平27. 3.21療養
     非常勤:   22     療養    45
     (医      22) 内   外   胃  
     循   整外 脳外
     リハ 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 2609271,036,6 医療法人　寺崎医院 〒830-0207 0942-62-3336医療法人　寺崎医院　寺崎　茂宏 昭63. 2. 1内   胃   外  診療所
     福岡県久留米市城島町城島２５２常　勤:    2理事長　寺崎　茂宏 現存
     の２ (医       2) 平30. 2. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 2610271,037,4 医療法人　誠一会　上〒830-0207 0942-62-3156医療法人　誠一会　上上野　森由 平 9. 5. 1一般        10診療所
     野医院 福岡県久留米市城島町城島３８番常　勤:    2野医院　理事長　上野 組織変更 こう 皮   内  現存
     地の１ (医       2)　森由 平30. 5. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 2611271,038,2 リハビリテーションク〒830-0207 0942-54-8787医療法人　正友会　理原田　素彦 平12. 2. 1内   循   リハ診療所
     リニック城島の館 福岡県久留米市城島町城島６５９常　勤:    1事長　松岡　正二 新規 精   神   現存
     番地 (医       1) 平30. 2. 1
     非常勤:    3
     (医       3)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 2612271,039,0 上野医院 〒830-0201 0942-96-2107上野　喜生 上野　喜生 昭32.11. 1内   外   皮  診療所
     福岡県久留米市城島町芦塚２４６常　勤:    1 こう 放   現存
     の１ (医       1) 平29.11. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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 2613271,041,6 本村沁尿器科医院 〒830-0111 0942-65-1623本村　精二 本村　精二 平 4.10. 1皮   ひ   診療所
     福岡県久留米市三潴町西牟田１２常　勤:    1 現存
     ５０－５ (医       1) 平28.10. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 2614271,046,5 安本病院 〒830-0112 0942-64-2032医療法人白壽会　安本安本　潔 昭63. 8. 1一般        48病院
     福岡県久留米市三潴町玉満２３７常　勤:    6病院　理事長　安本　 療養        87現存
     １ (医       5)潔 平24. 8. 1内   外   消  
     (薬       1) 呼内 透析 リハ
     非常勤:   26
     (医      25)
     (薬       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 2615271,047,3 医療法人　清水整形外〒830-0103 0942-64-5335医療法人　清水整形外清水　万喜生 平 2. 2. 1整外 診療所
     科医院 福岡県久留米市三潴町高三潴６３常　勤:    1科医院　理事長　清水 現存
     ８－１ (医       1)　万喜生 平29. 2. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 2616271,048,1 医療法人　十連病院 〒830-0111 0942-65-1133医療法人十連病院　理西村　四郎 平 4. 1. 1その他      63病院
     福岡県久留米市三潴町西牟田６５常　勤:    1事長　西村　四郎 内   現存
     ５７－８９ (医       1) 平28. 1. 1
     非常勤:    8
     (医       8)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 2617271,049,9 医療法人矢野医院 〒830-0102 0942-65-1235医療法人矢野医院　理矢野　真 平15. 5. 1一般        11診療所
     福岡県久留米市三潴町田川２２１常　勤:    1事長　矢野　真 組織変更 療養         2現存
     番地の２ (医       1) 平27. 5. 1その他       6
     外   胃   整外
     リハ 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 2618271,051,5 久留米おの眼科医院 〒830-0032 0942-46-7724医療法人久愛会　理事小野　綾子 平20. 8.13眼   診療所
     福岡県久留米市東町３９番地１３常　勤:    1長　小野　綾子 移動 現存
     　山水楼ビル１階２階 (医       1) 平26. 8.13
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 2619271,053,1 医療法人　田中循環器〒830-0028 0942-35-7378医療法人　田中循環器田中　政史 平17. 4. 1循   消   呼  診療所
     科内科医院 福岡県久留米市京町３３３番地 常　勤:    1科内科医院　理事長　 組織変更 内   リハ 現存
     (医       1)田中　政史 平29. 4. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 2620271,055,6 医療法人　しらお眼科〒830-0058 0942-51-4100医療法人　しらお眼科白尾　真 平17. 5. 1眼   診療所
     医院 福岡県久留米市野伏間一丁目６番常　勤:    1医院　理事長　白尾　 組織変更 現存
     １８号 (医       1)真 平29. 5. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 2621271,056,4 医療法人　天寿堂医院〒839-0851 0942-45-3000医療法人　天寿堂医院永田　章 平17. 6. 1内   神内 呼  診療所
     福岡県久留米市御井町１６７２番常　勤:    1　理事長　永田　章 組織変更 胃   現存
     地１ (医       1) 平29. 6. 1
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 2622271,057,2 医療法人　柴田循環器〒839-0862 0942-36-1777医療法人　柴田循環器柴田　純一 平17. 7. 1内   循   呼  診療所
     科内科医院 福岡県久留米市野中町字三十六１常　勤:    1科内科医院　理事長　 組織変更 現存
     ４５４番地４ (医       1)柴田　純一 平29. 7. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 2623271,058,0 善導寺こどもクリニッ〒839-0824 0942-47-0818堀川　瑞穂 堀川　瑞穂 平17.11. 1小   診療所
     ク 福岡県久留米市善導寺町飯田字八常　勤:    1 新規 現存
     反田２７２番７ (医       1) 平29.11. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 2624271,060,6 医療法人　下津浦内科〒830-0032 0942-36-0620医療法人　下津浦内科下津浦　康裕 平17.12. 1内   呼   消  診療所
     医院 福岡県久留米市東町４９６番地 常　勤:    1医院　理事長　下津浦 組織変更 胃   循   神内現存
     (医       1)　康裕 平29.12. 1皮   リハ 放  
     非常勤:    3
     (医       3)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 2625271,061,4 医療法人　孝友会　槇〒830-0022 0942-32-4807医療法人　孝友会　理槇　千里 平17.12. 1一般        10診療所
     眼科医院 福岡県久留米市城南町１２番地４常　勤:    3事長　槇　千里 組織変更 眼   現存
     ５ (医       3) 平29.12. 1
     非常勤:    4
     (医       4)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 2626271,062,2 医療法人　姉川脳神経〒839-0862 0942-36-2211医療法人　姉川脳神経姉川　繁敬 平17.12. 1脳外 神内 リハ診療所
     外科 福岡県久留米市野中町１４４９番常　勤:    2外科　理事長　姉川　 組織変更 現存
     地３ (医       2)繁敬 平29.12. 1
     非常勤:    1
     (医       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 2627271,063,0 熊谷医院 〒839-1233 0943-72-2316中嶋　誠司 中嶋　誠司 平18. 1. 1内   小   循  診療所
     福岡県久留米市田主丸町田主丸７常　勤:    1 交代 現存
     ０４－６ (医       1) 平30. 1. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 2628271,064,8 医療法人　真和会　た〒839-0853 0942-43-1188医療法人　真和会　理田上　望 平18. 1. 1外   循   胃  診療所
     がみ医院 福岡県久留米市青峰二丁目２５番常　勤:    2事長　田上　望 組織変更 リハ 麻   現存
     ３号 (医       2) 平30. 1. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 2629271,065,5 稲田内科クリニック 〒830-0039 0942-46-8255稲田　千鶴子 稲田　千鶴子 平18. 4. 1内   他   診療所
     福岡県久留米市花畑１丁目２３－常　勤:    1 新規 現存
     ２西鉄花畑駅ビル２Ｆ (医       1) 平30. 4. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 2630271,067,1 つきみ医院 〒830-0032 0942-38-3655宮﨑　貴光 宮﨑　貴光 平20.10. 1眼   診療所
     福岡県久留米市東町上天神田３１常　勤:    1 移動 現存
     ６－２エマックス・クルメ３Ｆ (医       1) 平26.10. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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 2631271,068,9 医療法人弘優会　日髙〒839-0865 0942-45-7524医療法人弘優会　日髙日髙　孝輝 平18. 5. 1眼   診療所
     眼科クリニック 福岡県久留米市新合川一丁目３番常　勤:    2眼科クリニック　理事 組織変更 現存
     ３０号 (医       2)長　日髙　孝輝 平30. 5. 1
     非常勤:    1
     (医       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 2632271,069,7 医療法人やまうちクリ〒830-0003 0942-32-7011医療法人やまうちクリ山内　祥弘 平18. 6. 1胃   こう 外  診療所
     ニック 福岡県久留米市東櫛原町２３０３常　勤:    1ニック　理事長　山内 組織変更 形外 現存
     番地２３ (医       1)　祥弘 平30. 6. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 2633271,070,5 石川眼科医院 〒830-0042 0942-34-1881石川　有加里 石川　有加里 平18. 5.31眼   診療所
     福岡県久留米市荘島町１６の１０常　勤:    1 交代 現存
     (医       1) 平30. 5.31
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 2634271,071,3 古賀医院 〒830-0102 0942-65-0240医療法人古賀医院　理古賀　研志 平18. 6. 1一般 診療所
     福岡県久留米市三潴町田川１０４常　勤:    1事長　古賀　研志 組織変更     一般     4現存
     番地１ (医       1) 平30. 6. 1内   消   小  
     非常勤:    1
     (医       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 2635271,073,9 髙岡整形外科医院 〒839-1233 0943-73-0572髙岡　徳彦 髙岡　徳彦 平18. 7. 1一般 診療所
     福岡県久留米市田主丸町田主丸５常　勤:    1 交代     一般    19現存
     １４ (医       1) 平24. 7. 1整外 リウ リハ
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 2636271,074,7 花畑診療所 〒830-0038 0942-37-1199熊手　宗隆 熊手　宗隆 平19. 1. 1内   小   診療所
     福岡県久留米市西町１１３２－１常　勤:    1 新規 現存
     　亀の甲ビル２Ｆ (医       1) 平25. 1. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 2637271,079,6 医療法人小川眼科医院〒830-1122 0942-41-3701医療法人小川眼科医院小川　希 平26. 1. 1眼   診療所
     福岡県久留米市北野町今山５７２常　勤:    1　理事長　小川　希 移動 現存
     －１ (医       1) 平26. 1. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 2638271,080,4 医療法人　大善寺医院〒830-0073 0942-27-3851医療法人　大善寺医院宮原　孝 平19. 1. 1一般        19診療所
     福岡県久留米市大善寺町宮本３９常　勤:    1　理事長　宮原　孝 組織変更 内   胃   循  現存
     ０番地２ (医       1) 平25. 1. 1リハ 麻   
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 2639271,081,2 医療法人北野三清会　〒830-1113 0942-78-3295医療法人北野三清会　石田　清和 平19. 1. 1一般 診療所
     石田医院 福岡県久留米市北野町中３２８６常　勤:    2理事長　石田　清和 組織変更     一般     7現存
     －２ (医       2) 平25. 1. 1内   循   胃  
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 2640271,082,0 医療法人壽光会　蒲池〒830-1122 0942-78-3065医療法人　壽光会　理蒲池　壽 平19. 1. 1一般        15診療所
     医院 福岡県久留米市北野町今山１２９常　勤:    1事長　蒲池　壽 組織変更 療養         2療養病床
     －２ (医       1) 平25. 1. 1外   整外 内  現存
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 2641271,084,6 田中医院 〒839-0861 0942-43-6171田中　康徳 田中　康徳 平19. 4. 1内   診療所
     福岡県久留米市合川町１２６４ 常　勤:    1 交代 現存
     (医       1) 平25. 4. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 2642271,085,3 医療法人　まつゆき小〒830-1122 0942-78-3105医療法人　まつゆき小松行　眞門 平19. 5. 1小   診療所
     児科医院 福岡県久留米市北野町今山４７１常　勤:    1児科医院　理事長　松 組織変更 現存
     (医       1)行　眞門 平25. 5. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 2643271,086,1 中野内科医院 〒839-1224 0943-72-2827医療法人　中野会　理中野　剛彦 平19. 5. 1内   消   循  診療所
     福岡県久留米市田主丸町牧１１０常　勤:    2事長　中野　良一 組織変更 小   現存
     ８番地３ (医       2) 平25. 5. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 2644271,087,9 医療法人惠清会　岡田〒830-0062 0942-27-3311医療法人　惠清会　理岡田　清 平19. 5. 1一般 診療所
     医院 福岡県久留米市荒木町白口１７６常　勤:    1事長　岡田　清 組織変更     一般    11療養病床
     ６－１１ (医       1) 平25. 5. 1療養 現存
         療養     6
     外   胃   こう
     整外 リハ 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 2645271,088,7 医療法人　宮﨑整形外〒839-1204 0943-72-1000医療法人　宮﨑整形外宮﨑　正樹 平19. 5. 1整外 リウ リハ診療所
     科 福岡県久留米市田主丸町殖木字延常　勤:    1科　理事長　宮﨑　正 組織変更 現存
     命２４０番地１ (医       1)樹 平25. 5. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 2646271,089,5 医療法人　内科・小児〒830-0027 0942-32-8712医療法人内科・小児科西村　宗胤 平19. 5. 1内   小   循  診療所
     科　西村医院 福岡県久留米市長門石４丁目４番常　勤:    2西村医院　理事長　西 組織変更 呼   消   現存
     ６号 (医       2)村　宗胤 平25. 5. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 2647271,100,0 医療法人　福田こども〒839-0801 0942-46-6000医療法人　福田こども福田　清一 平19. 5. 1小   診療所
     クリニック 福岡県久留米市宮ノ陣４丁目２番常　勤:    1クリニック　理事長　 組織変更 現存
     ２５号 (医       1)福田　清一 平25. 5. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 2648271,101,8 はるこどもクリニック〒839-0865 0942-45-8558医療法人　春亮会　理江口　春彦 平19. 5. 1小   診療所
     福岡県久留米市新合川一丁目３番常　勤:    1事長　江口　春彦 組織変更 現存
     ３０号 (医       1) 平25. 5. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 2649271,103,4 医療法人　日吉いのう〒830-0017 0942-36-0633医療法人　日吉いのう井上　謙吉 平19. 6. 1小   診療所
     え小児科 福岡県久留米市日吉町１１０番地常　勤:    1え小児科　理事長　井 組織変更 現存
     １ (医       1)上　謙吉 平25. 6. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 2650271,104,2 医療法人　産科・婦人〒830-0074 0942-51-3188医療法人　産科・婦人宮嶋　諭 平19. 6. 1一般 診療所
     科みやじまクリニック福岡県久留米市大善寺町夜明３９常　勤:    1科みやじまクリニック 組織変更     一般    16現存
     ７－１ (医       1)　理事長　宮嶋　諭 平25. 6. 1産   婦   
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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 2651271,105,9 つつみ眼科 〒839-0841 0942-45-5090堤　清史 堤　清史 平19. 7. 1眼   診療所
     福岡県久留米市御井旗崎１丁目３常　勤:    2 新規 現存
     －２厚花ビル１Ｆ (医       2) 平25. 7. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 2652271,110,9 小野整形外科 〒830-0032 0942-46-1122小野　正彦 小野　正彦 平19. 9. 1整外 麻   診療所
     福岡県久留米市東町２７－８ 常　勤:    1 新規 現存
     (医       1) 平25. 9. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 2653271,113,3 藤吉内科消化器科医院〒830-0070 0942-51-3007医療法人朋仁会　理事藤吉　康明 平19.12. 1内   消   呼  診療所
     福岡県久留米市大善寺南１丁目１常　勤:    1長　藤吉　康明 組織変更 アレ リハ 現存
     ４番１号 (医       1) 平25.12. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 2654271,115,8 緒方クリニック 〒839-1221 0943-72-1771医療法人鷹取会　理事緒方　充彦 平20. 1. 1外   内   消  診療所
     福岡県久留米市田主丸町上原字野常　勤:    1長　緒方　充彦 組織変更 リハ 現存
     畑６０番地 (医       1) 平26. 1. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 2655271,116,6 池田クリニック 〒830-0211 0942-62-3100池田　悟 池田　悟 平20. 1. 1胃   外   整外診療所
     福岡県久留米市城島町楢津１４１常　勤:    1 交代 現存
     ２－５ (医       1) 平26. 1. 1
     非常勤:    3
     (医       3)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 2656271,117,4 日野医院 〒839-1233 0943-72-3027日野　和彦 日野　和彦 平20. 1. 1内   小   消  診療所
     福岡県久留米市田主丸町田主丸５常　勤:    1 交代 現存
     １５ (医       1) 平26. 1. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 2657271,120,8 迎内科クリニック 〒830-0022 0942-50-5025迎　徳範 迎　徳範 平20. 5. 1内   診療所
     福岡県久留米市城南町８－２４ス常　勤:    1 新規 現存
     テーションビルⅡ (医       1) 平26. 5. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 2658271,122,4 岩城眼科医院 〒830-0207 0942-62-2028岩城　浩文 岩城　浩文 平20. 7. 1一般    診療所
     福岡県久留米市城島町城島１０９常　勤:    2 交代 眼   現存
     －１ (医       2) 平26. 7. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 2659271,124,0 赤司内科 〒839-0814 0942-44-2095医療法人　赤司内科医横山　忠弘 平20. 8. 1内   診療所
     福岡県久留米市山川追分１丁目７常　勤:    2院　理事長　赤司　朋 組織変更 現存
     番１２号 (医       2)之 平26. 8. 1
     非常勤:    2
     (医       2)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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 2660271,125,7 萩尾耳鼻咽喉科医院 〒830-1102 0942-78-2200萩尾　良文 萩尾　良文 平20. 8. 1耳い 診療所
     福岡県久留米市北野町八重亀９０常　勤:    1 交代 現存
     －１ (医       1) 平26. 8. 1
     非常勤:    1
     (医       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 2661271,126,5 白石クリニック 〒830-0033 0942-37-1711白石　隆吉 白石　隆吉 平20. 9. 1内   循   診療所
     福岡県久留米市天神町４－１　Ｓ常　勤:    1 新規 現存
     Ｃビル７Ｆ (医       1) 平20. 9. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 2662271,127,3 岡部医院 〒830-0063 0942-27-0185笠原　とし子 笠原　とし子 平20.10. 1整外 内   リハ診療所
     福岡県久留米市荒木町荒木１３１常　勤:    1 交代 皮   現存
     ８ (医       1) 平26.10. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 2663271,128,1 亀尾医院 〒830-0063 0942-26-5151亀尾　恒 亀尾　恒 平20.11.20内   循   小  診療所
     福岡県久留米市荒木町荒木１９５常　勤:    1 交代 現存
     ０－１ (医       1) 平26.11.20
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 2664271,130,7 加茂内科医院 〒830-0049 0942-35-2609加茂　章二郎 加茂　章二郎 平21. 1.12内   消   診療所
     福岡県久留米市大石町３４４の１常　勤:    1 交代 現存
     (医       1) 平27. 1.12
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 2665271,131,5 宮の陣眼科 〒839-0801 0942-34-0384米澤　博文 米澤　博文 平21. 4. 1眼   診療所
     福岡県久留米市宮ノ陣３丁目２－常　勤:    1 新規 現存
     ３２ (医       1) 平27. 4. 1
     非常勤:    1
     (医       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 2666271,133,1 古賀内科クリニック 〒839-0862 古賀　祥一 古賀　祥一 平21. 5. 1内   循   診療所
     福岡県久留米市野中町１１９６－常　勤:    1 新規 現存
     ２ (医       1) 平27. 5. 1
     非常勤:    2
     (医       2)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 2667271,135,6 医療法人　末田眼科 〒830-0037 0942-35-1231医療法人　末田眼科　末田　順 平21. 4. 1一般         2診療所
     福岡県久留米市諏訪野町１７６２常　勤:    1理事長　末田　順 組織変更 眼   現存
     番地２８ (医       1) 平27. 4. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 2668271,136,4 ひろつおなかクリニッ〒830-0046 0942-39-2228 津　順 津　順 平21. 4. 8一般        16診療所
     ク 福岡県久留米市原古賀町２７－１常　勤:    1 交代 消   外   整外現存
     (医       1) 平27. 4. 8こう リハ 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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 2669271,137,2 淡河医院 〒830-0071 0942-27-2504医療法人淡河医院　理淡河　治 平21. 7. 1一般        14診療所
     福岡県久留米市安武町武島３９９常　勤:    1事長　淡河　治 組織変更 外   内   現存
     番地 (医       1) 平27. 7. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 2670271,138,0 まつもと医院 〒830-0055 0942-22-8181松本　敦 松本　敦 平21. 9. 1消   外   呼  診療所
     福岡県久留米市上津１－１０－２常　勤:    1 新規 内   現存
     ６ (医       1) 平27. 9. 1
     非常勤:    1
     (医       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 2671271,139,8 広田クリニック 〒830-0033 0942-37-2595廣田　進 廣田　進 平21. 9.29内   精   心内診療所
     福岡県久留米市天神町４５－２ 常　勤:    1 交代 現存
     (医       1) 平27. 9.29
     非常勤:    1
     (医       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 2672271,140,6 田中耳鼻咽喉科クリニ〒839-0861 0942-46-3387田中　剛 田中　剛 平22. 2. 1耳い 診療所
     ック 福岡県久留米市合川町字水生町１常　勤:    1 新規 現存
     ５１２－１ (医       1) 平28. 2. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 2673271,142,2 きたがわ整形クリニッ〒839-0861 0942-45-0945医療法人　瑞光会　理北川　敬二 平22. 1. 1整外 リハ 診療所
     ク 福岡県久留米市合川町３２３番地常　勤:    1事長　北川　敬二 組織変更 現存
     １ (医       1) 平28. 1. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 2674271,145,5 文化街診療所 〒830-0017 0942-33-3903葉　亮聡 葉　亮聡 平22. 4. 1内   循   消  診療所
     福岡県久留米市日吉町１５－３５常　勤:    2 交代 呼   神内 皮  現存
     (医       1) 平28. 4. 1精   心内 
     (薬       1)
     非常勤:    1
     (医       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 2675271,146,3 いむた小児科 〒830-0037 0942-30-7611医療法人　いむた小児伊牟田　富佐惠 平22. 5. 1小   診療所
     福岡県久留米市諏訪野町２２８４常　勤:    1科　理事長　伊牟田　 組織変更 現存
     番地８ (医       1)富佐惠 平28. 5. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 2676271,149,7 あかり診療所 〒830-0073 0942-27-8612本村　聡 本村　聡 平22. 7. 1内   心内 皮  診療所
     福岡県久留米市大善寺町宮本３４常　勤:    1 新規 婦   現存
     ２－２３ (医       1) 平22. 7. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 2677271,151,3 よしかいクリニック 〒830-0039 0942-39-4114吉貝　浩史 吉貝　浩史 平22.11. 1内   消   診療所
     福岡県久留米市花畑１丁目２０－常　勤:    1 新規 現存
     ５ (医       1) 平28.11. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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 2678271,152,1 本間内科循環器内科 〒830-0022 0942-33-3421医療法人　本間内科循本間　友基 平23. 2. 1内   循   診療所
     福岡県久留米市城南町１４番３ 常　勤:    1環器内科　理事長　本 組織変更 現存
     (医       1)間　友基 平29. 2. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 2679271,153,9 医療法人　桜康会　三〒830-0037 0942-34-7651医療法人　桜康会　三三宮　貴彦 平23. 2. 2整外 リハ 診療所
     宮整形外科医院 福岡県久留米市諏訪野町１７７５常　勤:    2宮整形外科医院　理事 組織変更 現存
     －２ (医       2)長　三宮　貴彦 平29. 2. 2
     非常勤:    1
     (医       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 2680271,154,7 宮崎内科循環器内科 〒839-0862 0942-41-0011医療法人　みやざき　宮﨑　洋 平23. 3. 1内   循   診療所
     福岡県久留米市野中町５６８ 常　勤:    1理事長　宮﨑　洋 組織変更 現存
     (医       1) 平29. 3. 1
     非常勤:    1
     (医       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 2681271,155,4 久留米大塩眼科クリニ〒830-0047 0942-36-8200医療法人ＹＴ　理事長佐藤　修司 平23. 4. 1眼   診療所
     ック 福岡県久留米市津福本町４６５－常　勤:    1　西村　知久 新規 現存
     １ (医       1) 平29. 4. 1
     非常勤:    6
     (医       6)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 2682271,158,8 ひまわりＡクリニック〒839-0801 0942-30-2030医療法人　玄和会　理白水　玄山 平23. 5. 1消   呼   外  診療所
     福岡県久留米市宮ノ陣四丁目４番常　勤:    1事長　白水　玄山 組織変更 こう リハ 現存
     ７号 (医       1) 平29. 5. 1
     非常勤:    1
     (医       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 2683271,159,6 やまもとハートクリニ〒830-0048 0942-48-5560医療法人　やまもとハ山本　邦彦 平23. 7. 1内   循   診療所
     ック 福岡県久留米市梅満町１０６１番常　勤:    1ートクリニック　理事 組織変更 現存
     地５ (医       1)長　山本　邦彦 平29. 7. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 2684271,160,4 上津中央クリニック 〒830-0053 0942-21-8022医療法人　上津中央ク秋吉　順史 平23. 7. 1内   消   循  診療所
     福岡県久留米市藤山町１８３３番常　勤:    1リニック　理事長　秋 組織変更 現存
     １ (医       1)吉　順史 平29. 7. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 2685271,161,2 小坪内科・消化器内科〒839-0862 0942-32-9768小坪　嘉治 小坪　嘉治 平23. 7. 1内   消   診療所
     福岡県久留米市野中町９２０－１常　勤:    1 交代 現存
     (医       1) 平29. 7. 1
     非常勤:    1
     (医       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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 2686271,165,3 天神胃腸クリニック 〒830-0032 0942-35-4701長谷川　申 長谷川　申 平23.12. 6内   消   診療所
     福岡県久留米市東町３０－５ 常　勤:    1 交代 現存
     (医       1) 平29.12. 6
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 2687271,166,1 弥永協立病院 〒830-0031 0942-33-3152医療法人　弥生会　理彌永　浩 平24. 1. 1一般 病院
     福岡県久留米市六ツ門町１２番地常　勤:    2事長　彌永　浩 組織変更     一般    57現存
     １２ (医       2) 平30. 1. 1外   内   消  
     非常勤:   16 こう 整外 
     (医      16)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 2688271,167,9 秋吉内科 〒830-0031 0942-32-5645医療法人　秋吉内科　秋吉　裕也 平24. 1. 1内   小   呼内診療所
     福岡県久留米市六ツ門町７－４３常　勤:    1理事長　秋吉　裕也 組織変更 現存
     (医       1) 平30. 1. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 2689271,168,7 一番街総合診療所 〒830-0032 0942-46-0177医療法人　保医福会　細川　博司 平24. 2. 1内   循   小  診療所
     福岡県久留米市東町２５－３０Ｍ常　勤:    1理事長　細川　博司 新規 リハ 整外 ひ  現存
     ＹＭ１ｓｔ　ＳＴＡＧＥ　２階 (医       1) 平30. 2. 1美外 皮   
     非常勤:    1
     (医       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 2690271,169,5 添田医院 〒830-0052 0942-21-2993医療法人　添田医院　添田　道太 平24. 5. 1皮   ひ   診療所
     福岡県久留米市上津町１８２８番常　勤:    1理事長　添田　道太 組織変更 現存
     地９ (医       1) 平30. 5. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 2691271,170,3 たつ在宅クリニック 〒830-0016 0942-38-3771医療法人　幸広会　理宮﨑　忠 平24.10. 1内   診療所
     福岡県久留米市通東町５－１６ 常　勤:    1事長　宮﨑　忠 新規 現存
     (医       1) 平24.10. 1
     非常勤:    1
     (医       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 2692271,173,7 社会医療法人天神会　〒830-0058 0942-26-0066社会医療法人天神会　田中　秀憲 平24.12. 1内   循   消  診療所
     野伏間クリニック 福岡県久留米市野伏間１丁目９番常　勤:    2理事長　古賀　伸彦 交代 整外 皮   現存
     ３号 (医       2) 平24.12. 1
     非常勤:   12
     (医      12)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 2693271,174,5 永小児科医院 〒830-0044 0942-33-2098 永　陽一郎 永　陽一郎 平24.12. 2小   診療所
     福岡県久留米市本町１５－３０ 常　勤:    1 交代 現存
     (医       1) 平24.12. 2
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 2694271,175,2 ひらつか内科循環器内〒839-0862 0942-36-3366医療法人　ひらつか内平塚　了一 平25. 2. 1内   循   診療所
     科 福岡県久留米市野中町９１４オラ常　勤:    1科循環器内科　理事長 組織変更 現存
     ンダビル２階 (医       1)　平塚　了一 平25. 2. 1
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 2695271,178,6 さかた小児科クリニッ〒839-0841 0942-27-8841医療法人　さかた小児阪田　保隆 平25. 4. 1小   診療所
     ク 福岡県久留米市御井旗崎一丁目３常　勤:    1科クリニック　理事長 組織変更 現存
     番３３号 (医       1)　阪田　保隆 平25. 4. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 2696271,180,2 医療法人　田中内科ク〒830-0023 0942-32-2655医療法人　田中内科ク田中　弘吉 平25. 5. 1内   診療所
     リニック 福岡県久留米市中央町１６番地３常　勤:    1リニック　理事長　田 組織変更 現存
     ８ (医       1)中　弘吉 平25. 5. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 2697271,181,0 みつい医院 〒830-0072 0942-27-9966医療法人みつい医院　光井　敬 平25. 7. 1内   呼   アレ診療所
     福岡県久留米市安武町安武本２９常　勤:    1理事長　光井　敬 組織変更 消   現存
     ２７番地５ (医       1) 平25. 7. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 2698271,182,8 アルカディアクリニッ〒839-0801 0942-33-8877坂田　隆一郎 坂田　隆一郎 平25.10. 1内   耳い アレ診療所
     ク 福岡県久留米市宮ノ陣４丁目２８常　勤:    2 新規 消   循   心内現存
     －１０ (医       2) 平25.10. 1精   
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 2699271,186,9 吉村医院 〒830-0102 0942-64-2443医療法人吉村医院　理 村　篤 平26. 1. 1内   小   消  診療所
     福岡県久留米市三潴町田川８番地常　勤:    1事長　 村　篤 組織変更 現存
     ２ (医       1) 平26. 1. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 2700271,187,7 田中内科医院 〒830-1122 0942-78-4156医療法人秋桜会　理事田中　泰之 平26. 2. 1一般    診療所
     福岡県久留米市北野町今山６３９常　勤:    1長　田中　泰之 組織変更 内   呼内 循  現存
     －５ (医       1) 平26. 2. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 2701271,188,5 ひまわりクリニック 〒830-0032 0942-46-7072医療法人ひまわり会　金子　一秀 平26. 2. 1眼   皮   診療所
     福岡県久留米市東町３８番地２２常　勤:    1理事長　松尾　眞二郎 交代 現存
     ニューフタマタ第５ビル２・３階(医       1) 平26. 2. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 2702271,189,3 きむらアレルギー・こ〒839-0862 0942-40-7700木村　光一 木村　光一 平26. 4. 1小   アレ 診療所
     どもクリニック 福岡県久留米市野中町１３９－１常　勤:    1 新規 現存
     (医       1) 平26. 4. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 2703271,191,9 医療法人　松風海　内〒830-0038 0942-39-7711医療法人松風海　理事内藤　壽則 平26. 4. 1内   診療所
     藤クリニック 福岡県久留米市西町１１６４番地常　勤:    1長　内藤　壽則 新規 現存
     １ (医       1) 平26. 4. 1
     非常勤:    1
     (医       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 2704271,192,7 伴医院 〒830-0046 0942-35-5577医療法人　伴医院　理伴　茂樹 平26. 5. 1内   小   消  診療所
     福岡県久留米市原古賀町２２番地常　勤:    1事長　伴　茂樹 組織変更 現存
     １９ (医       1) 平26. 5. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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 2705271,193,5 きずなクリニック 〒830-0047 0942-65-8506池田　真介 池田　真介 平26.10. 1内   循   診療所
     福岡県久留米市津福本町７６９－常　勤:    3 新規 現存
     ２ (医       3) 平26.10. 1
     非常勤:    5
     (医       5)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 2706271,194,3 聖マリアヘルスケアセ〒830-0047 0942-35-5522社会医療法人雪の聖母井手　睦 平26.10. 1療養       198病院
     ンター 福岡県久留米市津福本町４４８番常　勤:   15会　理事長　井手　義 新規 消   内   リハ現存
     ５ (医      15)雄 平26.10. 1透析 
     非常勤:   11
     (医      11)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 2707271,200,8 萬年内科 〒830-0212 0942-62-4161萬年　孝太郎 萬年　孝太郎 平26. 3.21内   診療所
     福岡県久留米市城島町江上上１８常　勤:    2 交代 現存
     ４ (医       2) 平26. 3.21
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 2708271,201,6 本間メディカルクリニ〒830-0022 0942-35-3618医療法人　寿栄会　理本間　憲一 平26. 4. 1外   胃   診療所
     ック 福岡県久留米市城南町１４－４ 常　勤:    1事長　本間　五郎 交代 現存
     (医       1) 平26. 4. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 2709271,202,4 大善寺なかしま眼科医〒830-0073 0942-26-0003医療法人大善寺なかし中島　俊輔 平26. 5. 1眼   診療所
     院 福岡県久留米市大善寺町宮本字上常　勤:    1ま眼科医院　理事長　 組織変更 現存
     野町２１４６ (医       1)中島　俊輔 平26. 5. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 2710271,203,2 医療法人すみたクリニ〒830-0072 0942-51-3333医療法人すみたクリニ住田　信也 平26. 6. 1内   胃   呼内診療所
     ック 福岡県久留米市安武町安武本１６常　勤:    1ック　理事長　住田　 組織変更 アレ 循   現存
     ４６ (医       1)信也 平26. 6. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 2711271,204,0 竹田津医院 〒839-0863 0942-21-3720竹田津　宏子 竹田津　宏子 平26. 6. 1内   循   消  診療所
     福岡県久留米市国分町７４４－３常　勤:    1 交代 呼内 小   現存
     (医       1) 平26. 6. 1
     非常勤:    3
     (医       3)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 2712271,205,7 医療法人　池尻医院 〒830-0073 0942-26-2427医療法人　池尻医院　池尻　充宏 平26. 8. 1内   小   心内診療所
     福岡県久留米市大善寺町宮本１３常　勤:    1理事長　池尻　充宏 組織変更 形外 皮   現存
     ８９番地１ (医       1) 平26. 8. 1
     非常勤:    1
     (医       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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 2713271,206,5 花畑病院 〒830-0038 0942-32-4565四方田　宗一 四方田　宗一 平27. 1. 1一般        30病院
     福岡県久留米市西町９１４ 常　勤:    5 交代 療養       105現存
     (医       5) 平27. 1. 1内   外   循  
     非常勤:   12 放   整外 皮  
     (医      12) 形外 美外 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 2714271,207,3 むた　ほとめき　クリ〒830-0037 0942-46-0909牟田　文彦 牟田　文彦 平27. 3. 1外   呼外 診療所
     ニック 福岡県久留米市諏訪野町２３６３常　勤:    1 新規 現存
     －１ (医       1) 平27. 3. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 2715271,209,9 まえだ婦人科クリニッ〒830-0037 0942-36-6200前田　哲雄 前田　哲雄 平27. 5. 1婦   診療所
     ク 福岡県久留米市諏訪野町１９４３常　勤:    1 新規 現存
     －４ (医       1) 平27. 5. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 2716271,210,7 山本クリニック 〒830-0047 0942-36-3466山本　洋介 山本　洋介 平27. 5. 1内   他   診療所
     福岡県久留米市津福本町１２２７常　勤:    1 新規 現存
     －１ (医       1) 平27. 5. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 2717271,211,5 くるめ駅前クリニック〒830-0023 0942-32-8311西田　秀美 西田　秀美 平27. 5. 1内   透析 診療所
     福岡県久留米市中央町１－１ 非常勤:    4 交代 現存
     (医       4) 平27. 5. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 2718271,212,3 三原医院 〒830-0025 0942-32-2509医療法人　三原医院　三原　智 平27. 5. 1外   胃   皮  診療所
     福岡県久留米市瀬下町３５１番地常　勤:    1理事長　三原　智 組織変更 こう リハ 内  現存
     (医       1) 平27. 5. 1消   呼内 神内
     他   
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 2719271,213,1 いしばし循環器内科 〒830-0103 0942-64-6111医療法人裕喜会　理事石橋　裕二 平27. 7. 1循   内   診療所
     福岡県久留米市三潴町高三潴６３常　勤:    1長　石橋　裕二 組織変更 現存
     ４番地２ (医       1) 平27. 7. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 2720271,214,9 心血医院 〒830-0017 0942-65-5129和田　豊郁 和田　豊郁 平27.12. 1内   診療所
     福岡県久留米市日吉町１４番地６常　勤:    1 新規 現存
     ８ (医       1) 平27.12. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 2721271,215,6 医療法人ファミリーク〒830-0048 0942-36-5050医療法人ファミリーク西岡　進 平28. 1. 1内   呼内 消  診療所
     リニック陽なた 福岡県久留米市梅満町１２５３番常　勤:    1リニック陽なた　理事 組織変更 現存
     地１ (医       1)長　西岡　進 平28. 1. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 2722271,216,4 ハイジア内科 〒830-0112 0942-55-9550医療法人三幸会　理事平尾　沙織 平28. 2. 1内   小   診療所
     福岡県久留米市三潴町玉満２２７常　勤:    1長　平尾　健 新規 現存
     ０番地２ (医       1) 平28. 2. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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 2723271,217,2 とみおかレディースク〒830-0023 0942-39-6678医療法人とみおかレデ冨岡　良仁 平28. 5. 1一般        12診療所
     リニック 福岡県久留米市中央町８番地３９常　勤:    1ィースクリニック　理 組織変更 産婦 現存
     (医       1)事長　冨岡　良仁 平28. 5. 1
     非常勤:    1
     (医       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 2724271,218,0 しらたに眼科 〒830-0036 0942-31-6660白谷　徹 白谷　徹 平28. 7. 1眼   診療所
     福岡県久留米市篠原町２－３ 常　勤:    1 新規 現存
     (医       1) 平28. 7. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 2725271,219,8 みい内科クリニック 〒839-0851 0942-41-1031田中　早百合 田中　早百合 平28. 7. 1内   循   診療所
     福岡県久留米市御井町２１７６－常　勤:    2 新規 現存
     ３ (医       2) 平28. 7. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 2726271,220,6 しろうず耳鼻咽喉科ク〒830-0037 0942-36-3387白水　英貴 白水　英貴 平28. 9. 1耳い 診療所
     リニック 久留米市諏訪野町１９３５－１５常　勤:    1 新規 現存
     (医       1) 平28. 9. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 2727271,221,4 丸田皮膚科医院 〒830-0061 0942-38-1252丸田　耕司 丸田　耕司 平28. 9. 1皮   診療所
     久留米市津福今町２７６－８ 常　勤:    2 交代 現存
     (医       2) 平28. 9. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 2728271,222,2 みのうクリニック 〒839-0824 0942-47-6200医療法人みのうクリニ木村　義則 平28.12. 1心内 精   診療所
     久留米市善導寺町飯田９０８－７常　勤:    1ック　理事長　木村　 組織変更 現存
     (医       1)義則 平28.12. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 2729271,223,0 牟田内科医院 〒830-0047 0942-33-1955牟田　仁彦 牟田　仁彦 平29. 1. 5内   消   循  診療所
     久留米市津福本町１６１０ 常　勤:    1 交代 呼内 小   現存
     (医       1) 平29. 1. 5
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 2730271,224,8 はかたみち耳鼻咽喉科〒830-0003 0942-38-0801医療法人はかたみち　宮地　英彰 平29. 2. 1耳い 診療所
     久留米市東櫛原町４５０番地１ 常　勤:    1理事長　宮地　英彰 組織変更 現存
     (医       1) 平29. 2. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 2731271,225,5 あさひクリニック 〒830-0052 0942-65-3027医療法人徳志会　理事三浦　一秀 平29. 3. 1内   外   小  診療所
     久留米市上津町１０５番地９ 常　勤:    1長　三浦　一秀 組織変更 皮   麻   美外現存
     (医       1) 平29. 3. 1形外 放   
     非常勤:    8
     (医       8)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 2732271,226,3 森部皮膚科醫院 〒830-0017 0942-32-5113医療法人森部皮膚科醫森部　仁 平29. 5. 1皮   診療所
     久留米市日吉町２１－６ 常　勤:    1院　理事長　森部　仁 組織変更 現存
     (医       1) 平29. 5. 1
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 2733271,227,1 白地整形外科・スポー〒839-0851 0942-41-0379白地　功 白地　功 平29. 7. 1整外 リハ 診療所
     ツクリニック 久留米市御井町２１５９－１ 常　勤:    1 新規 現存
     (医       1) 平29. 7. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 2734271,228,9 原田内科医院 〒839-0863 0942-22-1151医療法人原田内科医院原田　和德 平29. 8. 1内   消   他  診療所
     久留米市国分町７７５番地 常　勤:    1　理事長　原田　和德 組織変更 現存
     (医       1) 平29. 8. 1
     非常勤:    1
     (医       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 2735271,229,7 まさ乳腺クリニック 〒830-0039 0942-46-1100田中　将也 田中　将也 平29.10. 1外   内   診療所
     久留米市花畑３丁目３番１０号 常　勤:    1 新規 現存
     (医       1) 平29.10. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 2736271,230,5 にのみや整形外科 〒830-1113 0942-78-2501二宮　康明 二宮　康明 平29.10. 1整外 リハ 診療所
     久留米市北野町中２９－１ 常　勤:    1 交代 現存
     (医       1) 平29.10. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 2737271,231,3 安達医院 〒830-0038 0942-27-5312安達　武基 安達　武基 平30. 1. 1内   透析 他  診療所
     久留米市西町９２１－１４ 常　勤:    1 新規 現存
     (医       1) 平30. 1. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 2738271,232,1 田山メディカルクリニ〒830-0047 0942-34-0021医療法人田山メディカ田山　光介 平30. 2. 1外   呼内 胃  診療所
     ック 久留米市津福本町６０番地３ 常　勤:    3ルクリニック　理事長 組織変更 他   現存
     (医       1)　田山　光介 平30. 2. 1
     (薬       2)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 2739271,233,9 陶山クリニック 〒839-0822 0942-65-7925陶山　俊輔 陶山　俊輔 平30. 5. 1ひ   皮   診療所
     久留米市善導寺町木塚１９５－６常　勤:    1 新規 現存
     (医       1) 平30. 5. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 2740271,234,7 癒しの森内科クリニッ〒839-0865 0942-65-6010医療法人誠心会　理事土師　時成 平30. 5. 1内   皮   アレ診療所
     ク 久留米市新合川一丁目３番３０号常　勤:    1長　土師　時成 組織変更 他   現存
     (医       1) 平30. 5. 1
     非常勤:    1
     (医       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 2741311,026,9 たぐち内科クリニック〒838-0215 0946-42-2043田口　徹朗 田口　徹朗 昭38. 3. 1内   消   呼内診療所
     福岡県朝倉郡筑前町篠隈２３９ 常　勤:    2 循   現存
     (医       2) 平29. 3. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 2742311,052,5 火野坂医院 〒838-0214 0946-42-2016火野坂　徹 火野坂　徹 昭56. 8. 4内   診療所
     福岡県朝倉郡筑前町東小田１１４常　勤:    1 現存
     ３－２ (医       1) 平29. 7. 1
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 2743311,062,4 宮田クリニック 〒838-0823 0946-22-3331宮田　忠宣 宮田　忠宣 平 8. 6. 1外   整外 消  診療所
     福岡県朝倉郡筑前町山隈１６０８常　勤:    1 新規 リハ こう 放  現存
     (医       1) 平29. 6. 1内   循   呼  
     胃   
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 2744311,068,1 くさば内科クリニック〒838-0815 0946-21-3703草場　信秀 草場　信秀 平16. 9. 1内   呼   消  診療所
     福岡県朝倉郡筑前町野町１７７５常　勤:    1 新規 現存
     －６ (医       1) 平28. 9. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 2745311,069,9 なかしま小児科内科医〒838-0214 0946-42-2171中嶋　英輔 中嶋　英輔 平17. 4. 1内   小   診療所
     院 福岡県朝倉郡筑前町東小田３４２常　勤:    2 交代 現存
     ０－２ (医       2) 平29. 4. 1
     非常勤:   28
     (医      28)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 2746311,072,3 あさひクリニック 〒838-0227 092-919-0808村上　智子 村上　智子 平18.11. 1内   小   診療所
     福岡県朝倉郡筑前町朝日５７６ 常　勤:    1 新規 現存
     (医       1) 平24.11. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 2747311,074,9 ひろき眼科 〒838-0813 0946-21-6077医療法人　ひろき眼科廣木　稔 平22. 5. 1眼   診療所
     福岡県朝倉郡筑前町依井４９０－常　勤:    1　理事長　廣木　稔 組織変更 現存
     １ (医       1) 平28. 5. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 2748311,076,4 宝珠山診療所 〒838-1701 0946-72-2777医療法人井上鶴川堂　井上　一郎 平27. 6. 1内   外   診療所
     福岡県朝倉郡東峰村大字宝珠山６常　勤:    1理事長　井上　一郎 組織変更 現存
     ４３１ (医       1) 平27. 6. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 2749311,902,1 医療法人　弘医会　太〒838-0823 0946-22-2561医療法人　弘医会　理大山　高興 昭53.10. 1一般        60病院
     刀洗病院 福岡県朝倉郡筑前町山隈８４２の常　勤:    4事長　笠原　憲二 療養        60現存
     １ (医       4) 平29.10. 1内   外   小  
     非常勤:   13 リハ 皮   
     (医      13)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 2750311,906,2 医療法人社団うら梅の〒838-0825 0946-22-1011医療法人社団　うら梅早崎　重雄 昭59. 8. 1精神       180病院
     郷会　朝倉記念病院 福岡県朝倉郡筑前町大久保５００常　勤:    7の郷会　理事長　林　 内   精   現存
     (医       7)道彦 平29. 8. 1
     非常勤:    8
     (医       8)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 2751311,910,4 医療法人　藤井整形外〒838-0228 092-926-1417医療法人　藤井整形外藤井　正敏 平 6. 1. 1一般        19診療所
     科内科医院 福岡県朝倉郡筑前町二１３６－１常　勤:    2科内科医院　理事長　 組織変更 整外 内   リハ現存
     (医       2)藤井正敏 平30. 1. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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 2752311,912,0 医療法人　日新会　稲〒838-0802 0946-22-0288医療法人日新会　理事稲永　國勝 平 7. 1. 1療養       160病院
     永病院 福岡県朝倉郡筑前町久光１２６４常　勤:    4長　稲永　國勝 組織変更 内   消   循  現存
     (医       4) 平28. 1. 1リハ 
     非常勤:   11
     (医      11)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 2753311,915,3 本田脳神経外科クリニ〒838-0815 0946-21-8105医療法人本田脳神経外本田　直美 平15.12. 1脳外 診療所
     ック 福岡県朝倉郡筑前町野町１６２０常　勤:    1科クリニック　理事長 組織変更 現存
     番地５ (医       1)　本田　直美 平27.12. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 2754311,916,1 医療法人しのくま整形〒838-0215 0946-42-6021医療法人しのくま整形小山　耕一 平16.12. 1整外 リハ 診療所
     外科クリニック 福岡県朝倉郡筑前町篠隈１４１番常　勤:    2外科クリニック　理事 組織変更 現存
     地１ (医       2)長　小山　耕一 平28.12. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 2755311,917,9 東峰村立診療所 〒838-1601 0946-74-2201東峰村　東峰村長　澁江島　有美香 平17. 3.28内   診療所
     福岡県朝倉郡東峰村大字小石原９常　勤:    1谷　博昭 交代 現存
     ４１番地９ (医       1) 平29. 3.28
     非常勤:    2
     (医       2)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 2756311,918,7 東峰村立鼓診療所 〒838-1602 0946-74-2876東峰村　東峰村長　澁江島　有美香 平17. 3.28内   診療所
     福岡県朝倉郡東峰村大字小石原鼓常　勤:    1谷　博昭 交代 現存
     ３７８４番地１ (医       1) 平29. 3.28
     非常勤:    2
     (医       2)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 2757311,920,3 医療法人　中村クリニ〒838-0214 0946-42-1801医療法人　中村クリニ中村　一夫 平19. 2. 1胃   外   内  診療所
     ック 福岡県朝倉郡筑前町東小田１５３常　勤:    2ック　理事長　中村　 組織変更 こう リハ 放  現存
     １－１ (医       2)一夫 平25. 2. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 2758311,921,1 医療法人　ちふみ会　〒838-0813 0946-22-1711医療法人　ちふみ会　山本　智文 平20.12.10消   診療所
     やまもと消化器内科 福岡県朝倉郡筑前町依井４８９ 常　勤:    1やまもと消化器内科　 組織変更 現存
     (医       1)理事長　山本　智文 平26.12.10
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 2759321,010,1 医療法人　白石医院 〒830-1214 0942-77-0198医療法人　白石医院　白石　恒明 平19. 5. 1内   小   呼  診療所
     福岡県三井郡大刀洗町大字栄田２常　勤:    1理事長　白石　恒明 組織変更 現存
     １０９－２ (医       1) 平25. 5. 1
     非常勤:    1
     (医       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 2760321,011,9 平和クリニック 〒830-1221 0942-77-1307医療法人　朋和会　理平辻　良和 平19. 6. 1内   胃   リハ診療所
     福岡県三井郡大刀洗町大字高樋字常　勤:    1事長　平辻　良和 組織変更 現存
     北奥野２４９９番地２１ (医       1) 平25. 6. 1
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 2761321,013,5 ふくしま整形外科リハ〒830-1221 0942-77-6815医療法人　ふくしま会福嶋　信広 平27. 4. 1整外 リウ リハ診療所
     ビリテーション＆スポ福岡県三井郡大刀洗町大字高樋２常　勤:    1　理事長　福嶋　信広 組織変更 現存
     ーツクリニック ４７７番地３ (医       1) 平27. 4. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 2762321,903,7 社会福祉法人慈愛会　〒830-1226 0942-77-1393社会福祉法人　慈愛会山本　正士 昭52.10. 1一般       120病院
     (323,801,7) 医療福祉センター聖ヨ福岡県三井郡大刀洗町大字山隈３常　勤:    9　理事長　平田　牧男 内   小   精  現存
     ゼフ園 ７４－１ (医       6) 平28.10. 1リハ 歯   
     (薬       3)
     非常勤:   15
     (医      13)
     (歯       2)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 2763321,910,2 医療法人　やなぎ医院〒830-1225 0942-77-0858医療法人　やなぎ医院栁　純二 平10.12. 1内   循   消  診療所
     福岡県三井郡大刀洗町大字下高橋常　勤:    1　理事長　栁　純二 組織変更 現存
     １８番地 (医       1) 平28.12. 1
     非常勤:    2
     (医       2)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 2764322,901,0 大刀洗診療所 〒830-1221 0942-77-0220大刀洗町長　町長　安橋本　朋也 昭53. 7. 1内   消   外  診療所
     福岡県三井郡大刀洗町大字高樋１常　勤:    1丸　国勝 現存
     ２５２－１ (医       1) 平29. 7. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 2765331,107,3 矢野医院 〒839-1321 0943-75-2859矢野　廣志 矢野　廣志 平26. 5. 1内   消   小  診療所
     福岡県うきは市吉井町７２８の２常　勤:    2 移動 現存
     (医       2) 平26. 5. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 2766331,130,5 古賀内科小児科医院 〒839-1402 0943-77-2009古賀　郁利子 古賀　郁利子 平 6. 1. 1内   小   診療所
     福岡県うきは市浮羽町浮羽７４６常　勤:    2 交代 現存
     (医       2) 平30. 1. 1
     非常勤:    1
     (医       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 2767331,135,4 柏木耳鼻咽喉科医院 〒839-1311 09437-5-3023柏木　彰一 柏木　彰一 平15. 7. 1耳い 診療所
     福岡県うきは市吉井町若宮１２４常　勤:    1 移動 現存
     －５ (医       1) 平27. 7. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 2768331,143,8 行徳皮膚科クリニック〒839-1402 0943-77-1247行徳　貴志 行徳　貴志 平18.10. 1皮   診療所
     福岡県うきは市浮羽町浮羽字南深常　勤:    1 新規 現存
     町４５９－５ (医       1) 平24.10. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 2769331,144,6 小児科豊田医院 〒839-1321 0943-75-2200豊田　温 豊田　温 平19. 4. 1一般    診療所
     福岡県うきは市吉井町１２２７ 常　勤:    1 交代 小   内   現存
     (医       1) 平25. 4. 1
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 2770331,148,7 平井内科医院 〒839-1312 0943-75-2387香野　修介 香野　修介 平24. 4. 1内   循   消  診療所
     福岡県うきは市吉井町清瀬５８４常　勤:    1 交代 呼   神内 放  現存
     －２ (医       1) 平30. 4. 1
     非常勤:    2
     (医       2)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 2771331,149,5 田村循環器内科医院 〒839-1401 0943-77-7002田村　和彦 田村　和彦 平25. 5. 1内   循   診療所
     福岡県うきは市浮羽町朝田２５５常　勤:    1 新規 現存
     番８ (医       1) 平25. 5. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 2772331,150,3 久保山整形外科リウマ〒839-1342 0943-75-8100医療法人久和会　理事久保山　昌宏 平25. 6. 1整外 リウ リハ診療所
     チクリニック 福岡県うきは市吉井町生葉７８４常　勤:    1長　久保山　昌宏 組織変更 現存
     番地１ (医       1) 平25. 6. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 2773331,151,1 医療法人永楽堂西見医〒839-1333 0943-75-2478医療法人永楽堂西見医西見　幸英 平28. 1. 1麻   循   診療所
     院 福岡県うきは市吉井町富永９１１常　勤:    1院　理事長　西見　幸 組織変更 現存
     番地４ (医       1)英 平28. 1. 1
     非常勤:    1
     (医       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 2774331,152,9 安元整形外科 〒839-1401 0943-73-7311宮﨑　剛 宮﨑　剛 平29. 1. 1整外 リハ 診療所
     うきは市浮羽町朝田１３番地１ 常　勤:    1 新規 現存
     (医       1) 平29. 1. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 2775331,153,7 山﨑医院 〒839-1304 0943-75-8775医療法人樹恵会　理事山﨑　三樹 平29. 4. 1内   消   他  診療所
     うきは市吉井町千年７４－１ 常　勤:    1長　山﨑　三樹 組織変更 現存
     (医       1) 平29. 4. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 2776331,912,6 医療法人　原鶴温泉病〒839-1304 0943-75-3135医療法人　原鶴温泉病戸次　鎮史 昭53.12. 1療養 病院
     院 福岡県うきは市吉井町千年６２８常　勤:    2院　理事長　戸次　鎮     療養    78現存
     (医       2)史 平29.12. 1整外 リハ リウ
     非常勤:   14 外   内   循  
     (医      14) 胃   皮   ひ  
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 2777331,914,2 医療法人　向陽会　筑〒839-1405 0943-77-7251医療法人向陽会　理事宮本　哲哉 昭58. 2. 1一般 病院
     後川温泉病院 福岡県うきは市浮羽町古川１０５常　勤:    5長　伊藤　純     一般    52現存
     ５番地 (医       5) 平28. 2. 1療養
     非常勤:   29     療養    40
     (医      29) 介護
         療養    16
     内   循   整外
     リハ 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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 2778331,919,1 医療法人　鳥越胃腸科〒839-1321 09437-5-4185医療法人　鳥越胃腸科鳥越　昇二郎 平 2. 1. 1一般        15診療所
     外科医院 福岡県うきは市吉井町９１１－１常　勤:    1外科医院　理事長　鳥 胃   外   整外現存
     (医       1)越　昇二郎 平29. 1. 1放   
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 2779331,921,7 医療法人　安元医院 〒839-1401 09437-7-2029医療法人安元医院　理安元　眞武 平 4. 1. 1内   胃   診療所
     福岡県うきは市浮羽町朝田３４－常　勤:    1事長　安元　眞武 現存
     ２ (医       1) 平28. 1. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 2780331,923,3 医療法人　上田内科胃〒839-1406 0943-77-3588医療法人　上田内科胃上田　隆 平 6. 1. 1内   胃   診療所
     腸科医院 福岡県うきは市浮羽町高見４９－常　勤:    1腸科医院　理事長　上 組織変更 現存
     ２ (医       1)田　隆 平30. 1. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 2781331,924,1 筑後吉井こころホスピ〒839-1321 0943-75-3165医療法人社団宗仁会　古賀　寛 平 6. 1. 1精神       180病院
     タル 福岡県うきは市吉井町２１６－２常　勤:    5理事長　梅根　眞知子 組織変更 精   神   内  現存
     (医       3) 平30. 1. 1心内 小   
     (薬       2)
     非常勤:   12
     (医      12)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 2782331,925,8 医療法人　しのざき整〒839-1321 09437-6-5166医療法人　しのざき整篠﨑　俊郎 平15. 8. 1整外 リハ リウ診療所
     形外科クリニック 福岡県うきは市吉井町６１２番地常　勤:    2形外科クリニック　理 移動 現存
     １ (医       2)事長　篠﨑　俊郎 平27. 8. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 2783331,926,6 医療法人　井上眼科医〒839-1312 09437-6-5377医療法人　井上眼科医井上　智洋 平 9. 8.12一般         2診療所
     院 福岡県うきは市吉井町清瀬１１３常　勤:    1院　理事長　井上　智 組織変更 眼   現存
     －１ (医       1)洋 平24. 8.12
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 2784331,928,2 医療法人　いのうえ耳〒839-1321 09437-4-2088医療法人　いのうえ耳井上　俊彦 平11. 1. 1耳い 気食 診療所
     鼻咽喉科クリニック 福岡県うきは市吉井町７３５番地常　勤:    1鼻咽喉科クリニック　 組織変更 現存
     の１ (医       1)理事長　井上　俊彦 平29. 1. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 2785331,929,0 医療法人　浮羽クリニ〒839-1403 0943-77-7111医療法人　浮羽外科医山元　三郎 平11. 1. 1一般        19診療所
     ック 福岡県うきは市浮羽町東隈上３４常　勤:    1院　理事長　山元　三 組織変更 整外 外   皮  現存
     ２番地の９ (医       1)郎 平29. 1. 1リハ リウ 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 2786331,931,6 医療法人坂本内科医院〒839-1321 0943-75-2393医療法人　坂本内科医坂本　昭彦 平16. 1. 1内   循   胃  診療所
     福岡県うきは市吉井町１２７４番常　勤:    2院　理事長　坂本　昭 組織変更 放   現存
     地２ (医       2)彦 平28. 1. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 2787331,935,7 医療法人蘇芳会　菊池〒839-1306 0943-75-2711医療法人蘇芳会　菊池菊池　俊夫 平18.12. 1内   循   リハ診療所
     医院 福岡県うきは市吉井町新治３６３常　勤:    2医院　理事長　菊池　 組織変更 現存
     －５ (医       2)俊夫 平24.12. 1
     非常勤:    1
     (医       1)



 医 療 機 関 番 号  医 療 機 関 名 称 医療機関所在地 開設者氏名 備  考管理者氏名項 番
指定年月日
登録理由
指定期間始

病床数
／

診療科名

電話番号
／

勤務医数

                 コード内容別医療機関一覧表

［平成30年 6月 1日現在　医科　　　現存／休止］ 平成30年 6月 1日作成   316 頁

 2788331,936,5 医療法人　うすい内科〒839-1321 0943-75-2260医療法人　うすい内科碓井　倫明 平19. 5. 1内   循   他  診療所
     ・循環器科 福岡県うきは市吉井町１２６２－常　勤:    1・循環器科　理事長　 組織変更 現存
     ５　 (医       1)碓井　倫明 平25. 5. 1
     非常勤:    2
     (医       2)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 2789331,937,3 医療法人　平田外科診〒839-1321 0943-75-2065医療法人　平田外科診平田　覚 平19. 7. 1一般 診療所
     療所 福岡県うきは市吉井町１３０９番常　勤:    1療所　理事長　平田　 組織変更     一般    10現存
     地２ (医       1)覚 平25. 7. 1麻   外   整外
     皮   リハ 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 2790332,102,3 国武内科医院 〒839-1401 7-5637 国武　昭人 国武　昭人 昭50.10. 1内   神   放  診療所
     福岡県うきは市浮羽町朝田６４７常　勤:    1 現存
     －１ (医       1) 平28. 7. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 2791332,111,4 田中医院 〒839-1408 0943-77-2443田中　浩一 田中　浩一 昭55. 1. 8内   診療所
     福岡県うきは市浮羽町山北２８８常　勤:    1 現存
     －１番地 (医       1) 平28. 1. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 2792332,915,8 医療法人　境泌尿器科〒839-1321 09437-5-2411医療法人　境泌尿器科境　大介 昭62. 4. 1一般        19診療所
     皮膚科医院 福岡県うきは市吉井町６０９の２常　勤:    3皮膚科医院　理事長　 皮   ひ   美外現存
     (医       3)境　大介 平29. 4. 1
     非常勤:    3
     (医       3)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 2793341,051,1 よこやま外科乳腺クリ〒830-0416 0944-32-2291横山　壽雄 横山　壽雄 昭45.12. 1一般    診療所
     ニック 福岡県三潴郡大木町大字八町牟田常　勤:    2 外   消   現存
     字丸林４８１ (医       2) 平27.12. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 2794341,064,4 えさき小児科内科医院〒830-0402 0944-32-1125江﨑　泰之 江崎　泰之 昭62.10. 1内   小   診療所
     福岡県三潴郡大木町大字福土１１常　勤:    1 現存
     ４－３ (医       1) 平29.10. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 2795341,067,7 国武医院 〒830-0403 0944-32-1105国武　佳博 国武　佳博 昭64. 1. 1一般    診療所
     福岡県三潴郡大木町大字大角１８常　勤:    2 内   小   皮  現存
     ７－１ (医       2) 平28. 1. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 2796341,079,2 有愛眼科 〒830-0403 0944-33-2115小田　洋英 小田　洋英 平13. 3. 1眼   診療所
     福岡県三潴郡大木町大字大角１７常　勤:    1 新規 現存
     ９７－１ (医       1) 平25. 3. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 2797341,081,8 津留医院 〒830-0421 0944-33-2588津留　正樹 津留　正樹 平15. 8. 1内   小   診療所
     福岡県三潴郡大木町大字奥牟田９常　勤:    1 新規 現存
     ３６－１ (医       1) 平27. 8. 1
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 2798341,085,9 宮原泌尿器科クリニッ〒830-0416 0944-33-2424宮原　司 宮原　司 平26. 4. 1ひ   診療所
     ク 福岡県三潴郡大木町大字八丁牟田常　勤:    1 新規 現存
     ９８３番 (医       1) 平26. 4. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 2799341,086,7 酒井内科胃腸科医院 〒830-0416 0944-33-1109酒井　照博 酒井　照博 平29.11.15内   消   呼  診療所
     三潴郡大木町大字八町牟田２６８常　勤:    1 交代 循   小   現存
     －１ (医       1) 平29.11.15
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 2800341,903,3 医療法人　松本医院 〒830-0423 09443-2-1225医療法人　松本医院　松本　英則 平元. 7. 1外   内   小  診療所
     福岡県三潴郡大木町大字大薮１０常　勤:    1理事長　松本　英則 皮   現存
     ３７・８の合併 (医       1) 平28. 7. 1
     非常勤:    1
     (医       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 2801341,910,8 みずま高邦会病院 〒830-0416 0944-87-8880医療法人社団　高邦会東島　正泰 平12.11. 6療養       120病院
     福岡県三潴郡大木町八町牟田１６常　勤:    3　理事長　高木　邦格 移動 内   循   胃  現存
     ２１番地１ (医       3) 平24.11. 6リハ 整外 
     非常勤:   16
     (医      16)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 2802341,911,6 医療法人正心会　たな〒830-0417 09443-3-0075医療法人正心会　たな田中　哲朗 平14. 4. 1内   小   診療所
     か医院 福岡県三潴郡大木町大字上八院１常　勤:    1か医院　理事長　田中 組織変更 現存
     ５９６－２ (医       1)　哲朗 平26. 4. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 2803341,912,4 医療法人ジェイアール〒830-0406 0944-32-1103医療法人ジェイアール野口　功 平14.12. 1内   胃   耳い診療所
     エヌ野口医院 福岡県三潴郡大木町大字前牟田７常　勤:    3エヌ野口医院　理事長 組織変更 小   眼   現存
     ２２番地の３ (医       3)　野口　功 平26.12. 1
     非常勤:    2
     (医       2)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 2804341,914,0 医療法人孝友会　せい〒830-0403 0944-32-2424医療法人孝友会　理事蓮村　直 平18. 9. 1一般 診療所
     てつ眼科医院 福岡県三潴郡大木町大字大角１８常　勤:    1長　槇　千里 交代     一般    17現存
     ５２番地１ (医       1) 平24. 9. 1眼   
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 2805341,915,7 ももた整形外科 〒830-0417 0944-75-2067医療法人　ももた整形百田　耕 平19. 5. 1整外 リハ 診療所
     福岡県三潴郡大木町大字上八院１常　勤:    1外科　理事長　百田　 組織変更 現存
     ５２７番２ (医       1)耕 平25. 5. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 2806351,076,5 吉山内科整形外科 〒834-0115 0943-32-4381吉山　武壽 吉山　武壽 平26. 1.27内   整外 診療所
     福岡県八女郡広川町大字新代１４常　勤:    1 移動 現存
     ３２－１４ (医       1) 平26. 1.27
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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 2807351,081,5 五反田医院 〒834-0115 0943-32-0036五反田　博 五反田　博 平 7. 5.28内   整外 皮  診療所
     福岡県八女郡広川町大字新代６３常　勤:    1 移動 リハ 現存
     ８－１ (医       1) 平28. 5.28
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 2808351,085,6 みやた眼科 〒834-0115 0943-32-6888宮田　啓明 宮田　啓明 平 9. 6. 1眼   診療所
     福岡県八女郡広川町大字新代１９常　勤:    1 新規 現存
     ５１ー５ (医       1) 平30. 6. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 2809351,086,4 下広川内科医院 〒834-0121 0942-52-3883稗田　友之 稗田　友之 平 9.11. 1内   診療所
     福岡県八女郡広川町広川２１１９常　勤:    1 新規 現存
     －１５ (医       1) 平24.11. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 2810351,092,2 蒲池医院 〒834-0115 0943-32-0357蒲池　正浩 蒲池　正浩 平17. 1. 1内   小   外  診療所
     福岡県八女郡広川町大字新代１７常　勤:    1 交代 麻   現存
     ２０番地１ (医       1) 平29. 1. 1
     非常勤:    1
     (医       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 2811351,094,8 江本ニーアンドスポー〒834-0115 0943-32-1213江本　玄 江本　玄 平18. 5. 1一般        19診療所
     ツクリニック 福岡県八女郡広川町大字新代１３常　勤:    2 新規 整外 リハ 現存
     ３２番１ (医       2) 平30. 5. 1
     非常勤:    2
     (医       2)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 2812351,095,5 馬場病院 〒834-0115 0943-32-3511医療法人　繁桜会　理馬場　繁行 平18. 7. 1一般        60病院
     福岡県八女郡広川町大字新代１３常　勤:    3事長　馬場　繁行 組織変更 脳外 外   神内現存
     ８９番地４０９ (医       3) 平24. 7. 1リハ 
     非常勤:   20
     (医      20)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 2813351,098,9 久英会クリニック 〒834-0115 0943-32-8170医療法人社団久英会　佐藤　一也 平23. 6. 1内   リハ 診療所
     福岡県八女郡広川町大字新代１３常　勤:    1理事長　中尾　一久 新規 現存
     ８９－１２８ (医       1) 平29. 6. 1
     非常勤:    3
     (医       3)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 2814351,099,7 ちぢわ耳鼻咽喉科 〒834-0112 0943-32-0144医療法人　ちぢわ耳鼻千々和　秀記 平23. 5. 1耳い 診療所
     福岡県八女郡広川町久泉５２７番常　勤:    1咽喉科　理事長　千々 組織変更 現存
     ２ (医       1)和　秀記 平29. 5. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 2815351,100,3 ひろかわ腎クリニック〒834-0115 0943-30-8001合原　正二郎 合原　正二郎 平30. 4. 1内   透析 他  診療所
     八女郡広川町新代１３３０－１ 常　勤:    1 新規 現存
     (医       1) 平30. 4. 1
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 2816351,908,9 姫野病院 〒834-0115 0943-32-3611医療法人　八女発心会姫野　亜紀裕 平 4. 7. 1一般       140病院
     (353,073,6) 福岡県八女郡広川町大字新代２３常　勤:   13　理事長　姫野　信吉 整外 内   麻  現存
     １６ (医      13) 平28. 7. 1小   神内 循  
     非常勤:   54 呼内 リウ リハ
     (医      53) 歯   皮   
     (歯       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 2817351,911,3 医療法人　國崎内科医〒834-0115 0943-32-0003医療法人　國崎内科医國崎　裕文 平 9. 6. 1内   小   皮  診療所
     院 福岡県八女郡広川町大字新代７３常　勤:    1院　理事長　國﨑　裕 組織変更 現存
     ７番地 (医       1)文 平30. 6. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 2818351,912,1 医療法人合原会合原医〒834-0105 0943-32-0120医療法人　合原会　理合原　るみ 平11. 1. 1内   呼   小  診療所
     院 福岡県八女郡広川町大字長延６０常　勤:    3事長　合原　正二 組織変更 放   胃   皮  現存
     ８番地の２ (医       3) 平29. 1. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 2819351,917,0 横田病院 〒834-0115 0943-32-1115医療法人　泰久会　理吉田　輝久 平22. 1. 1一般        52病院
     福岡県八女郡広川町大字新代１４常　勤:    3事長　横田　泰司 組織変更 循   内   現存
     ２８番地９４ (医       2) 平28. 1. 1
     (薬       1)
     非常勤:   11
     (医      11)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 2820352,905,4 医療法人広川病院 〒834-0115 0943-32-2001医療法人広川病院　理松本　昌人 平元. 2. 1療養       211病院
     福岡県八女郡広川町大字新代９３常　勤:    6事長　合原　正二 内   循   現存
     ０ (医       6) 平28. 2. 1
     非常勤:   15
     (医      15)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 2821421,112,4 渡辺医院 〒835-0023 0944-63-2911渡辺　和彦 渡辺　和彦 昭63. 9. 1胃   外   こう診療所
     福岡県みやま市瀬高町小川８７７常　勤:    1 リハ 現存
     番地３ (医       1) 平24. 9. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 2822421,114,0 産科婦人科あらきクリ〒835-0022 09446-3-3369荒木　照宣 荒木　照宣 平元. 3. 1一般         8診療所
     ニック 福岡県みやま市瀬高町文廣１９７常　勤:    1 産婦 現存
     ７－４０ (医       1) 平28. 3. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 2823421,133,0 よしやま内科 〒835-0023 0944-62-6118吉山　泰嗣 吉山　泰嗣 平14. 4. 1内   消   循  診療所
     福岡県みやま市瀬高町小川３４８常　勤:    1 新規 現存
     番地１ (医       1) 平26. 4. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 2824421,137,1 安武医院 〒839-0214 0944-22-5858安武　修 安武　修 昭32.11. 1内   小   診療所
     福岡県みやま市高田町今福１８５常　勤:    2 現存
     番地 (医       2) 平29.11. 1
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 2825421,138,9 江崎内科外科医院 〒839-0222 0944-22-5985江崎　温 江崎　温 昭51. 2. 1内   外   診療所
     福岡県みやま市高田町原１０４７常　勤:    2 現存
     番地 (医       2) 平30. 2. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 2826421,142,1 ほほえみクリニック 〒835-0024 0944-62-5050樋口　恵美 樋口　恵美 平22.10. 1小   アレ 内  診療所
     福岡県みやま市瀬高町下庄２３０常　勤:    1 新規 現存
     ３－１ (医       1) 平28.10. 1
     非常勤:    1
     (医       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 2827421,143,9 田中内科医院 〒835-0025 0944-63-8511医療法人　健彰会　理田中　彰一 平23. 1. 1内   呼   小  診療所
     福岡県みやま市瀬高町上庄７４５常　勤:    2事長　田中　彰一 組織変更 現存
     番地 (医       2) 平29. 1. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 2828421,145,4 村上整形外科スポーツ〒839-0213 0944-22-6555医療法人悠揚会　理事村上　陽司 平24. 4. 1整外 リウ リハ診療所
     クリニック 福岡県みやま市高田町江浦２８０常　勤:    1長　村上　陽司 組織変更 現存
     番地１ (医       1) 平30. 4. 1
     非常勤:    1
     (医       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 2829421,146,2 みやま腎泌尿器科クリ〒835-0024 0944-67-7070医療法人中村クリニッ土谷　純一 平26. 8. 1ひ   診療所
     ニック 福岡県みやま市瀬高町下庄字北原常　勤:    1ク　理事長　中村　芳 新規 現存
     ２２１４番１ (医       1)文 平26. 8. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 2830421,147,0 いまいずみ内科・脳神〒839-0213 0944-22-2255医療法人　プラタナス今泉　登史宏 平28. 4. 1神内 内   呼内診療所
     経内科 福岡県みやま市高田町江浦５８６常　勤:    1　理事長　今泉　登史 組織変更 心内 リハ 現存
     番地２ (医       1)宏 平28. 4. 1
     非常勤:    1
     (医       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 2831421,148,8 きくち胃腸科内科クリ〒835-0024 0944-63-2223菊池　陽介 菊池　陽介 平29. 4. 6胃   内   診療所
     ニック みやま市瀬高町下庄２１７５ 常　勤:    2 交代 現存
     (医       2) 平29. 4. 6
     非常勤:    2
     (医       2)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 2832421,149,6 たなか皮ふ科クリニッ〒835-0025 0944-63-4112田中　紀子 田中　紀子 平29.12. 1皮   形外 アレ診療所
     ク みやま市瀬高町上庄７４４－３ 常　勤:    2 交代 現存
     (医       2) 平29.12. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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 2833421,913,5 船小屋病院 〒835-0007 0944-62-4161医療法人　幸明会　理三根　浩一郎 昭52.12. 1精神       278病院
     福岡県みやま市瀬高町長田１６０常　勤:    6事長　三根　浩一郎 精   呼   心内現存
     ４番地 (医       4) 平28.12. 1内   神内 
     (薬       2)
     非常勤:   88
     (医      88)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 2834421,918,4 医療法人森整形外科医〒835-0024 0944-63-2040医療法人　森整形外科前原　洋二 平元. 6. 1一般        19診療所
     院 福岡県みやま市瀬高町下庄５９０常　勤:    1医院　理事長　前原　 整外 リハ 麻  現存
     番地 (医       1)洋二 平28. 6. 1リウ 
     非常勤:    6
     (医       6)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 2835421,919,2 医療法人　平木医院 〒835-0024 09446-2-3405医療法人　平木医院　平木　基裕 平元. 7. 1耳い 気食 診療所
     福岡県みやま市瀬高町下庄１５３常　勤:    2理事長　平木　基裕 現存
     ６番地７ (医       2) 平28. 7. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 2836421,921,8 山内医院 〒835-0019 0944-62-4131医療法人　喜明会　理山内　一明 平 2. 3. 1内   胃   小  診療所
     福岡県みやま市瀬高町大江１６９常　勤:    2事長　山内　一明 現存
     ４番地 (医       2) 平29. 3. 1
     非常勤:    2
     (医       2)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 2837421,926,7 医療法人　石橋眼科医〒835-0024 0944-62-2688医療法人　石橋眼科医石橋　理生 平 5. 1. 1一般 診療所
     院 福岡県みやま市瀬高町下庄１５０常　勤:    2院　理事長　石橋　理     一般     9現存
     ６番地１ (医       2)生 平29. 1. 1眼   
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 2838421,929,1 医療法人　阿部皮膚科〒835-0024 0944-62-3404医療法人　阿部皮膚科阿部　順一 平 7. 5. 1皮   診療所
     医院 福岡県みやま市瀬高町下庄１７２常　勤:    1医院　理事長　阿部　 組織変更 現存
     ２番地１ (医       1)順一 平28. 5. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 2839421,936,6 医療法人　明日香会　〒835-0013 0944-63-2677医療法人　明日香会　足達　明 平13. 4. 1内   外   リハ診療所
     あだち医院 福岡県みやま市瀬高町太神８３４常　勤:    1理事長　足達　明 組織変更 現存
     番地２ (医       1) 平25. 4. 1
     非常勤:    1
     (医       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 2840421,940,8 医療法人東山康生会　〒835-0007 0944-64-4130医療法人　東山康生会大鶴　力津康 平18. 1. 1脳外 外   内  診療所
     大鶴脳神経外科 福岡県みやま市瀬高町長田４８１常　勤:    1　理事長　大鶴　力津 組織変更 リハ 現存
     ２番地２ (医       1)康 平30. 1. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 2841421,941,6 医療法人健寿会　入江〒835-0021 0944-62-3552医療法人健寿会　理事入江　章 平18. 2. 1内   小   胃  診療所
     内科小児科医院 福岡県みやま市瀬高町本郷１８２常　勤:    1長　入江　章 組織変更 循   現存
     ５番地３ (医       1) 平30. 2. 1
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 2842421,942,4 ヨコクラ病院 〒839-0295 0944-22-5811社会医療法人　弘恵会横倉　義典 平26.10.13一般       129病院
     福岡県みやま市高田町濃施４８０常　勤:   14　理事長　横倉　義武 移動 療養        70現存
     番地２ (医      14) 平26.10.13内   外   整外
     非常勤:   44 脳外 こう 循  
     (医      44) 胃   心内 麻  
     放   リハ 心外
     救命 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 2843421,943,2 医療法人　江の浦医院〒839-0212 0944-22-5050医療法人　江の浦医院中村　照 平11. 4. 1一般        14診療所
     福岡県みやま市高田町江浦町５２常　勤:    2　理事長　中村　照 組織変更 小   外   内  現存
     ６番地 (医       2) 平29. 4. 1胃   こう リハ
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 2844422,113,1 植田医院 〒835-0102 0944-67-2737植田　紘一 植田　紘一 昭63.12. 1循   内   外  診療所
     福岡県みやま市山川町尾野２０４常　勤:    2 他   現存
     ０番地 (医       2) 平27.12. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 2845422,923,3 工藤内科 〒835-0013 0944-63-7711医療法人　工藤内科　工藤　敦嘉 平 2. 9. 1内   循   胃  診療所
     福岡県みやま市瀬高町太神１３３常　勤:    1理事長　工藤　敦嘉 放   現存
     ４番地１ (医       1) 平29. 9. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 2846431,053,8 龍眼科医院 〒832-0076 09447-3-0880龍　元昭 龍　元昭 昭56. 4. 1一般         6診療所
     福岡県柳川市坂本町２５の４ 常　勤:    3 眼   現存
     (医       3) 平29. 4. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 2847431,056,1 川崎耳鼻咽喉科医院 〒832-0013 0944-72-2235川 　洋 川 　洋 平27. 5. 1耳い 診療所
     福岡県柳川市上町５１－１ 常　勤:    1 移動 現存
     (医       1) 平27. 5. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 2848431,069,4 阿久根眼科医院 〒832-0077 0944-72-3376阿久根　秀樹 阿久根　秀樹 平 5. 5. 1眼   診療所
     福岡県柳川市筑紫町４２８－１ 常　勤:    1 現存
     (医       1) 平29. 5. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 2849431,075,1 吉田医院 〒832-0814 0944-74-0550吉田　隆行 吉田　隆行 昭59.12. 1内   小   診療所
     福岡県柳川市三橋町垂見５５６ 常　勤:    1 現存
     (医       1) 平29.12. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 2850431,076,9 川口内科医院 〒832-0826 0944-73-2007川口　新一郎 川口　新一郎 昭62. 4. 1一般    診療所
     福岡県柳川市三橋町高畑２９３－常　勤:    1 内   呼   胃  現存
     １ (医       1) 平29. 4. 1循   リハ 放  
     非常勤:    1
     (医       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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 2851431,077,7 やながわ星子クリニッ〒832-0806 0944-72-0835星子　力 星子　力 昭62.10. 1胃   外   麻  診療所
     ク 福岡県柳川市三橋町柳河４１９－常　勤:    1 現存
     ６ (医       1) 平29.10. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 2852431,079,3 やながわクリニック 〒832-0822 0944-73-8755川口　弘剛 川口　弘剛 平18. 9.29心内 神   精  診療所
     福岡県柳川市三橋町下百町３７－常　勤:    1 移動 内   現存
     ２ (医       1) 平24. 9.29
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 2853431,080,1 星子ひさし整形外科 〒832-0816 0944-74-5566星子　久 星子　久 平16.11. 1整外 リハ 診療所
     福岡県柳川市三橋町久末６３２－常　勤:    1 新規 現存
     ２ (医       1) 平28.11. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 2854431,082,7 古賀医院 〒832-0806 09447-2-2207古賀　正昭 古賀　正昭 昭51. 2.16内   胃   小  診療所
     福岡県柳川市三橋町柳河８１５－常　勤:    1 現存
     ２ (医       1) 平30. 2. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 2855431,084,3 千藏医院 〒839-0253 09447-6-1854千藏　國臣 千藏　國臣 昭55. 1.19内   呼   胃  診療所
     福岡県柳川市大和町鷹ノ尾５３４常　勤:    1 現存
     －３ (医       1) 平24.11. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 2856431,085,0 溝上整形外科医院 〒839-0243 09447-6-1234溝上　健一郎 溝上　健一郎 平 2. 3. 1整外 リハ 診療所
     福岡県柳川市大和町塩塚６４３－常　勤:    1 現存
     １ (医       1) 平29. 3. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 2857431,087,6 内田医院 〒839-0243 0944-76-3003内田　寛 内田　寛 平10. 1. 1外   内   診療所
     福岡県柳川市大和町塩塚７２１ 常　勤:    1 交代 現存
     (医       1) 平28. 1. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 2858431,090,0 江頭整形外科医院 〒832-0061 0944-73-8480江頭　昌幸 江頭　昌幸 平19. 8.10一般 診療所
     福岡県柳川市本城町１１７の６ 常　勤:    1 交代     一般    19現存
     (医       1) 平25. 8.10整外 リウ リハ
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 2859431,091,8 こにし眼科 〒832-0824 0944-75-4110医療法人健翔会　理事小西　健一 平23. 1. 1眼   診療所
     福岡県柳川市三橋町藤吉字四町八常　勤:    1長　小西　健一 組織変更 現存
     反５１３番地１ (医       1) 平29. 1. 1
     非常勤:    6
     (医       6)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 2860431,092,6 医療法人みたむらクリ〒832-0058 0944-74-2020医療法人みたむらクリ三田村　民夫 平24. 1. 1一般 診療所
     ニック 福岡県柳川市上宮永町８３番地１常　勤:    1ニック　理事長　三田 組織変更     一般    15現存
     (医       1)村　民夫 平30. 1. 1産   婦   
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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 2861431,093,4 まつなが内科クリニッ〒832-0067 0944-72-5711医療法人　まつなが内松永　斉 平25. 5. 1胃   消   内  診療所
     ク 福岡県柳川市鬼童町４９番地１ 常　勤:    1科クリニック　理事長 組織変更 呼   循   現存
     (医       1)　松永　斉 平25. 5. 1
     非常勤:    1
     (医       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 2862431,094,2 鎌田クリニック 〒832-0826 0944-72-2224鎌田　順二 鎌田　順二 平25.12. 1外   消   循  診療所
     福岡県柳川市三橋町高畑２５３番常　勤:    1 新規 整外 現存
     地１ (医       1) 平25.12. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 2863431,096,7 中川ごうクリニック 〒832-0804 0944-75-1105医療法人ＭＩＲＩＺＥ中川　剛 平28. 6. 1ひ   外   内  診療所
     福岡県柳川市三橋町木元字橋口３常　勤:    1　理事長　中川　剛 組織変更 美外 現存
     ６８番地５ (医       1) 平28. 6. 1
     非常勤:    1
     (医       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 2864431,097,5 つつみ内科・皮ふ形成〒839-0254 0944-75-3578堤　英博 堤　英博 平28.10. 1内   皮   形外診療所
     クリニック 柳川市大和町中島字東清出４９４常　勤:    1 新規 消   現存
     －５ (医       1) 平28.10. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 2865431,098,3 小児科・アレルギー〒832-0822 0944-32-9898 　功介 　功介 平30. 4. 1小   アレ 診療所
     クリニック 柳川市三橋町下百町２０９－４グ常　勤:    1 新規 現存
     ランキューブ伸宅１Ｆ (医       1) 平30. 4. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 2866431,902,6 医療法人　木村回生医〒832-0026 0944-73-2012医療法人　木村回生医木村　征雄 昭63. 2. 1一般        16診療所
     院 福岡県柳川市曙町３０の１ 常　勤:    1院　理事長　木村　征 婦   産   現存
     (医       1)雄 平30. 2. 1
     非常勤:    1
     (医       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 2867431,903,4 長田病院 〒832-0059 0944-72-3501医療法人清和会　理事木下　正治 平15. 2. 1一般 病院
     福岡県柳川市下宮永町５２３番地常　勤:   14長　長田　英輔 移動     一般    96現存
     １ (医      12) 平27. 2. 1療養
     (薬       2)     療養    86
     非常勤:   37 内   呼内 消  
     (医      36) 循   リハ 胃  
     (薬       1) アレ 透析 放  
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 2868431,904,2 医療法人　翠甲会　甲〒832-0077 0944-73-1217医療法人　翠甲会　理甲斐　保 昭63. 8. 1精神       170病院
     斐病院 福岡県柳川市筑紫町６０－１ 常　勤:    6事長　甲斐　保 精   心内 内  現存
     (医       4) 平24. 8. 1
     (薬       2)
     非常勤:   13
     (医      13)
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 2869431,906,7 医療法人　龍外科医院〒832-0064 0944-72-2100医療法人　龍外科医院龍　忠彦 平元. 6. 1外   内   整外診療所
     福岡県柳川市宮永町２７－２ 常　勤:    2　理事長　龍　忠彦 リハ 現存
     (医       2) 平28. 6. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 2870431,907,5 医療法人　よこち小児〒832-0058 0944-72-1800医療法人　よこち小児横地　一興 平元. 7. 1内   循   小  診療所
     科医院 福岡県柳川市上宮永町１３１－１常　勤:    1科医院　理事長　横地 現存
     (医       1)　一興 平28. 7. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 2871431,908,3 わたなべ内科クリニッ〒832-0004 0944-72-1636医療法人わたなべ内科渡邉　雅秀 平元. 7. 1内   消   診療所
     ク 福岡県柳川市矢加部２１８ 常　勤:    1クリニック　理事長　 現存
     (医       1)渡邉　雅秀 平28. 7. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 2872431,909,1 柳川リハビリテーショ〒832-0058 0944-72-0001医療法人社団　高邦会樋口　富士男 平 2. 4. 1一般       120病院
     (433,803,0) ン病院 福岡県柳川市上宮永町１１３－２常　勤:   11　理事長　高木　邦格 療養       120現存
     (医      10) 平29. 4. 1内   神内 脳外
     (歯       1) 循   整外 リハ
     非常勤:   29 眼   歯外 小歯
     (医      28) 皮   リウ 呼内
     (歯       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 2873431,911,7 医療法人くろだ整形ク〒832-0053 0944-72-1111医療法人くろだ整形ク黒田　良 平14. 4. 1整外 リウ リハ診療所
     リニック 福岡県柳川市大浜町２８７番地１常　勤:    1リニック　理事長　黒 移動 現存
     (医       1)田　良 平26. 4. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 2874431,912,5 医療法人　益子医院 〒832-0063 0944-73-2053医療法人　益子医院　益子　直己 平 2.12. 1内   診療所
     福岡県柳川市茂庵町４ 常　勤:    1理事長　益子　直己 現存
     (医       1) 平29.12. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 2875431,913,3 医療法人　石橋医院 〒832-0032 0944-72-3176医療法人　石橋医院　石橋　興一 平 3. 8. 1一般    診療所
     福岡県柳川市新町５４ 常　勤:    1理事長　石橋　興一 外   整外 胃  現存
     (医       1) 平24. 8. 1麻   
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 2876431,915,8 医療法人　立石耳鼻咽〒832-0061 0944-72-3469医療法人　立石耳鼻咽立石　守夫 平24. 5. 7耳い 気食 診療所
     喉科医院 福岡県柳川市本城町３番地１３ 常　勤:    1喉科医院　理事長　立 移動 現存
     (医       1)石　守夫 平30. 5. 7
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 2877431,916,6 医療法人　西村医院 〒832-0003 0944-72-0712医療法人　西村医院　西村　豊 平 5.12. 1内   診療所
     福岡県柳川市立石９０６－１ 常　勤:    1理事長　西村　豊 組織変更 現存
     (医       1) 平29.12. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 2878431,917,4 医療法人　大城医院 〒832-0056 0944-73-2427医療法人　大城医院　大城　昌平 平 7. 1. 1一般    診療所
     福岡県柳川市矢留本町３０ 常　勤:    1理事長　大城　昌平 組織変更 外   胃   内  現存
     (医       1) 平28. 1. 1
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 2879431,918,2 医療法人　桃源堂　高〒832-0045 0944-74-4155医療法人　桃源堂　高高橋　澄子 平 7. 6. 1皮   アレ 診療所
     橋皮ふ科医院 福岡県柳川市本町６－１ 常　勤:    1橋皮ふ科医院　理事長 組織変更 現存
     (医       1)　髙橋　雅弘 平28. 6. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 2880431,919,0 医療法人　おかべ泌尿〒832-0059 0944-74-5030医療法人ＣＬＳすがは岡部　勉 平 7. 9. 1一般        16診療所
     器科皮フ科クリニック福岡県柳川市下宮永町字中ノ古賀常　勤:    1ら　理事長　菅原　謙 組織変更 ひ   皮   アレ休止
     １５１－３ (医       1)三 平28. 9. 1内   
     非常勤:    1
     (医       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 2881431,920,8 医療法人　幸栄会　二〒832-0045 0944-73-2600医療法人幸栄会二宮医二宮　正幸 平 8. 9. 1小   内   診療所
     宮医院 福岡県柳川市本町２０番地の１ 常　勤:    2院　理事長　二宮　正 組織変更 現存
     (医       2)幸 平29. 9. 1
     非常勤:    1
     (医       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 2882431,921,6 医療法人　藤吉クリニ〒832-0012 0944-74-4025医療法人　藤吉クリニ藤吉　学 平17. 8.15胃   こう リハ診療所
     ック 福岡県柳川市中町１８番地 常　勤:    1ック　理事長　藤吉　 移動 外   現存
     (医       1)学 平29. 8.15
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 2883431,922,4 医療法人永江医院 〒832-0045 0944-72-3146医療法人永江医院　理太田　雄興 平10. 1. 1内   小   診療所
     福岡県柳川市本町４番地の２ 常　勤:    2事長　太田　雄興 組織変更 現存
     (医       2) 平28. 1. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 2884431,923,2 柳川療育センター 〒832-0813 0944-73-0039社会福祉法人高邦福祉石橋　大海 平28. 5. 1一般 病院
     福岡県柳川市三橋町棚町２１８番常　勤:    7会　理事長　高木　邦 移動     一般   120現存
     地１ (医       7)格 平28. 5. 1小   神   内  
     非常勤:   38 整外 リハ 精  
     (医      38)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 2885431,924,0 医療法人　幾嶋医院 〒832-0089 0944-73-3411医療法人　幾嶋医院　幾嶋　泰郎 平11. 5. 1婦   内   小  診療所
     福岡県柳川市田脇７５４－３ 常　勤:    2理事長　幾嶋　泰郎 組織変更 現存
     (医       2) 平29. 5. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 2886431,925,7 医療法人弓削クリニッ〒832-0088 0944-73-8400医療法人弓削クリニッ弓削　龍雄 平15.12.12脳外 神内 内  診療所
     ク 福岡県柳川市間６５１番１ 常　勤:    1ク　理事長　弓削　龍 組織変更 外   リハ 現存
     (医       1)雄 平27.12.12
     非常勤:    1
     (医       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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 2887431,927,3 柳川すぎ病院 〒832-0826 0944-72-7171医療法人シーエムエス上野　高大 平元. 2. 1一般 病院
     福岡県柳川市三橋町高畑２６３－常　勤:    2　理事長　杉　健三     一般    63現存
     １ (医       2) 平28. 2. 1循   内   リハ
     非常勤:   13
     (医      13)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 2888431,928,1 医療法人　松尾医院 〒832-0815 0944-72-2842医療法人　松尾医院　松尾　義人 平 9. 1.16内   消   診療所
     福岡県柳川市三橋町白鳥４８６番常　勤:    1理事長　松尾　義人 移動 現存
     地１ (医       1) 平30. 1.16
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 2889431,929,9 医療法人　津末医院 〒832-0816 0944-72-2516医療法人津末医院　理津末　美和子 平 9. 2. 1内   小   診療所
     福岡県柳川市三橋町久末８０９番常　勤:    2事長　津末　美和子 組織変更 現存
     地の１ (医       2) 平30. 2. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 2890431,930,7 整形外科・皮膚科・柳〒832-0806 0944-72-1122医療法人社団白柳会　辻　トヨコ 平 9. 9. 1整外 皮   リウ診療所
     川ツジ医院 福岡県柳川市三橋町柳河８６７番常　勤:    1理事長　 　トヨコ その他 リハ 形外 小  現存
     地の３ (医       1) 平24. 9. 1
     非常勤:    2
     (医       2)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 2891431,931,5 医療法人　森田整形外〒832-0824 0944-72-5679医療法人森田整形外科森田　雅和 平 9.10. 1外   整外 リハ診療所
     科医院 福岡県柳川市三橋町藤吉４７５番常　勤:    3医院　理事長　森田　 組織変更 現存
     地の５ (医       3)雅和 平24.10. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 2892431,932,3 医療法人　耳鼻咽喉科〒832-0826 0944-72-2557医療法人　耳鼻咽喉科伊東　敏雄 平10. 6. 1耳い 診療所
     伊東医院 福岡県柳川市三橋町高畑２３３番常　勤:    1伊東医院　伊東　敏雄 組織変更 現存
     地 (医       1) 平28. 6. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 2893431,933,1 医療法人　星子医院 〒832-0822 0944-72-0123医療法人　星子医院　星子　卓 平11. 1. 1外   内   整外診療所
     福岡県柳川市三橋町下百町４４ 常　勤:    2理事長　星子　卓 組織変更 現存
     (医       2) 平29. 1. 1
     非常勤:    4
     (医       4)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 2894431,934,9 医療法人村石循環器科〒832-0827 0944-73-0099医療法人村石循環器科村石　昭彦 平14.12. 1循   内   診療所
     ・内科 福岡県柳川市三橋町蒲船津３７０常　勤:    1・内科　理事長　村石 組織変更 現存
     番１ (医       1)　昭彦 平26.12. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 2895431,935,6 三橋長田医院 〒832-0823 0944-72-4171医療法人清和会　理事長田　浩司 平30. 2. 1内   循   消  診療所
     柳川市三橋町今古賀２１０－２ 常　勤:    1長　長田　英輔 移動 呼内 アレ 他  現存
     (医       1) 平30. 2. 1
     非常勤:    4
     (医       4)
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 2896431,936,4 医療法人井口こどもク〒832-0823 0944-72-1888医療法人井口こどもク井口　雄三 平15. 4. 1小   内   診療所
     リニック 福岡県柳川市三橋町今古賀４９番常　勤:    1リニック　理事長　井 組織変更 現存
     地の３ (医       1)口　雄三 平27. 4. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 2897431,937,2 医療法人藤渓会　藤野〒839-0254 09447-6-0011医療法人藤渓会　藤野藤野　満夫 平元.10. 1内   小   診療所
     医院 福岡県柳川市大和町中島１０５４常　勤:    1医院　理事長　藤野　 現存
     －２ (医       1)満夫 平28.10. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 2898431,938,0 福岡県南筑後保健福祉〒832-0823 0944-72-2111福岡県知事　小川　洋松尾　美智代 平17. 8. 1内   精   呼内診療所
     環境事務所 福岡県柳川市三橋町今古賀８－１常　勤:    5 新規 性   放   現存
     (医       5) 平29. 8. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 2899431,939,8 森田皮膚科医院 〒832-0824 0944-74-3425医療法人　森田皮膚科辛島　美保子 平18. 1. 1皮   診療所
     福岡県柳川市三橋町藤吉４７５番常　勤:    1医院　理事長　辛島　 組織変更 現存
     地１２ (医       1)美保子 平30. 1. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 2900431,940,6 医療法人　津留医院 〒839-0242 0944-74-5099医療法人　津留医院　津留　昭雄 平18. 6. 1一般        19診療所
     福岡県柳川市大和町豊原１３０－常　勤:    1理事長　津留　昭雄 組織変更 外   消   こう現存
     ９ (医       1) 平30. 6. 1
     非常勤:    5
     (医       5)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 2901431,941,4 一般財団法人医療・介〒832-0077 0944-72-6171一般財団法人医療・介於保　和彦 平19. 4. 1一般       150病院
     護・教育研究財団　柳福岡県柳川市筑紫町２９番地 常　勤:   15護・教育研究財団　理 交代 内   呼   消  現存
     川病院 (医      15)事長　日名子　泰通 平25. 4. 1循   小   外  
     非常勤:    6 整外 産婦 眼  
     (医       6) 皮   ひ   こう
     耳い リハ 放  
     麻   
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 2902432,044,6 大熊泌尿器科皮膚科医〒832-0045 0944-72-5147大熊　謙彰 大熊　謙彰 昭45. 6. 1皮   ひ   性  診療所
     院 福岡県柳川市本町１３１－４ 常　勤:    1 現存
     (医       1) 平30. 6. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 2903432,905,8 医療法人　金子病院 〒832-0086 0944-73-3407医療法人金子病院　理金子　壽興 平元. 2. 1療養        30病院
     福岡県柳川市久々原６５ 常　勤:    4事長　金子　寿興 その他      30現存
     (医       3) 平28. 2. 1内   消   循  
     (薬       1) 呼内 小   リハ
     非常勤:   20 皮   
     (医      20)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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 2904432,914,0 甲斐田医院 〒832-0081 0944-72-3435医療法人　柳川滋恵会甲斐田　滋 平 4. 8. 1一般        19診療所
     福岡県柳川市西浜武１０７３－１常　勤:    1　理事長　甲斐田　滋 内   小   外  現存
     (医       1) 平28. 8. 1整外 ひ   放  
     非常勤:    3
     (医       3)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 2905441,154,2 落合耳鼻咽喉科医院 〒836-0843 0944-52-8420落合　安家 落合　安家 昭35. 6. 1一般    診療所
     福岡県大牟田市不知火町１丁目６常　勤:    1 耳   気食 現存
     －１ (医       1) 平29. 6. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 2906441,271,4 小林外科医院 〒836-0046 0944-54-8000小林　修 小林　修 昭45. 1.20一般    診療所
     福岡県大牟田市本町１丁目３－２常　勤:    1 外   整外 リハ現存
     (医       1) 平30. 1. 1こう 胃   
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 2907441,334,0 重藤外科医院 〒836-0802 0944-57-2211重藤　紘 重藤　紘 昭55. 2. 1一般        10診療所
     福岡県大牟田市日出町３丁目１番常　勤:    2 療養         3現存
     地２１ (医       2) 平28. 2. 1療養
         介護     6
     胃   外   リハ
     こう 整外 皮  
     リウ 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 2908441,359,7 篠塚小児科皮膚科医院〒837-0911 0944-58-5000篠塚　茂 篠塚　茂 平元. 5. 1小   皮   診療所
     福岡県大牟田市大字橘６０６－２常　勤:    1 現存
     (医       1) 平28. 5. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 2909441,360,5 トヨマス内科医院 〒837-0914 0944-54-4747豊増　照生 豊増　照生 平元. 6. 1内   神内 小  診療所
     福岡県大牟田市大字宮部１８１－常　勤:    1 リハ 現存
     ２ (医       1) 平28. 6. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 2910441,362,1 植田医院 〒837-0906 0944-58-0314植田　正信 植田　正信 平 2. 3. 1胃   外   皮  診療所
     福岡県大牟田市大字倉永７６ 常　勤:    1 リハ 現存
     (医       1) 平29.10. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 2911441,374,6 彌富医院 〒836-0806 0944-52-3909彌富　泉 彌富　泉 平 6. 4.14内   診療所
     福岡県大牟田市東新町２丁目５－常　勤:    1 交代 現存
     ７ (医       1) 平30. 4.14
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 2912441,375,3 小田原医院 〒837-0924 0944-53-4497小田原　修一 小田原　修一 平 6. 5. 1耳い 気食 アレ診療所
     福岡県大牟田市大字歴木１０９２常　勤:    1 交代 現存
     (医       1) 平30. 5. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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 2913441,379,5 吉村医院 〒836-0813 0944-52-4427吉村　壽一 吉村　壽一 平 7. 1. 1内   小   循  診療所
     福岡県大牟田市平原町１１９ 常　勤:    2 交代 呼   胃   現存
     (医       2) 平28. 1. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 2914441,380,3 松島整形外科医院 〒836-0872 0944-52-7315松島　哲郎 松島　哲郎 平 6.12.26整外 リハ 診療所
     福岡県大牟田市黄金町１丁目３６常　勤:    1 交代 現存
     ９－１ (医       1) 平27.12.26
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 2915441,381,1 垣内クリニック 〒836-0861 0944-52-8419垣内　正典 垣内　正典 平 7. 2. 1内   胃   こう診療所
     福岡県大牟田市宝坂町１－１－６常　勤:    1 交代 整外 外   現存
     (医       1) 平28. 2. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 2916441,387,8 こがクリニック 〒837-0904 0944-50-1800古賀　浩介 古賀　浩介 平 9. 4. 1胃   外   こう診療所
     福岡県大牟田市大字吉野字金牟田常　勤:    1 新規 リハ 現存
     １６１０ー１ (医       1) 平30. 4. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 2917441,389,4 二宮医院 〒837-0906 0944-50-0246二宮　英昭 二宮　英昭 平 9. 8. 1内   小   呼  診療所
     福岡県大牟田市大字倉永字大島１常　勤:    1 新規 消   リハ 現存
     ５８６ー１ (医       1) 平24. 8. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 2918441,390,2 丸山内科・呼吸器科医〒837-0917 0944-51-2395丸山　正夫 丸山　正夫 平 9.12. 1内   呼   小  診療所
     院 福岡県大牟田市大字草木字羽山７常　勤:    1 新規 消   現存
     ９９－１ (医       1) 平27.12. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 2919441,392,8 濵保医院 〒836-0873 0944-52-4192濵保　良弘 濵保　良弘 平11. 3. 8内   小   麻  診療所
     福岡県大牟田市駛馬町３１ 常　勤:    1 移動 現存
     (医       1) 平29. 3. 8
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 2920441,394,4 落合脳神経外科医院 〒837-0904 0944-41-3711落合　智 落合　智 平11. 1. 1一般        19診療所
     福岡県大牟田市吉野２０１３－１常　勤:    1 新規 脳外 リハ 現存
     (医       1) 平29. 1. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 2921441,397,7 中山内科・小児科医院〒837-0904 0944-58-0025中山　浩 中山　浩 平11.12.14内   小   循  診療所
     福岡県大牟田市大字吉野９５０－常　勤:    2 移動 呼   消   リハ現存
     １ (医       2) 平29.12.14
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 2922441,399,3 中山眼科医院 〒837-0904 0944-58-0028中山　豊 中山　豊 平11.12. 1眼   診療所
     福岡県大牟田市大字吉野９５０－常　勤:    1 新規 現存
     １ (医       1) 平29.12. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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 2923441,400,9 坂西内科医院 〒836-0862 0944-52-2025坂西　信映 坂西　信映 平12. 1. 1一般    診療所
     福岡県大牟田市原山町２－８ 常　勤:    3 交代 循   内   呼  現存
     (医       3) 平30. 1. 1小   神内 リウ
     非常勤:    1 消   アレ 
     (医       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 2924441,401,7 野元外科医院 〒836-0065 0944-53-6317加藤　五郎 加藤　五郎 平12. 4. 1外   整外 こう診療所
     福岡県大牟田市三川町２丁目２２常　勤:    1 新規 皮   リハ 現存
     番地 (医       1) 平24. 4. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 2925441,409,0 平田小児科内科医院 〒837-0924 0944-52-4195平田　知滋 平田　知滋 平13.12. 1内   小   アレ診療所
     福岡県大牟田市歴木平野山１８０常　勤:    1 交代 現存
     ７－１６４ (医       1) 平25.12. 1
     非常勤:    1
     (医       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 2926441,410,8 今野クリニック 〒836-0897 0944-55-7060今野　繁 今野　繁 平14. 5. 1ひ   診療所
     福岡県大牟田市青葉町１２－１３常　勤:    1 新規 現存
     (医       1) 平26. 5. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 2927441,411,6 木村整形外科医院 〒836-0896 0944-59-8205木村　展生 木村　展生 平14.12. 1整外 外   形外診療所
     福岡県大牟田市天道町１９２番地常　勤:    1 新規 リハ リウ 現存
     ９ (医       1) 平26.12. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 2928441,412,4 吉田外科整形外科医院〒836-0805 0944-52-8095吉田　浩晃 吉田　浩晃 平15. 7. 1一般        13診療所
     福岡県大牟田市通町１－７ 常　勤:    1 交代 療養         6現存
     (医       1) 平27. 7. 1外   整外 胃  
     こう リハ 放  
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 2929441,415,7 えだみつクリニック 〒836-0814 0944-52-8746枝光　理 枝光　理 平15.11. 1内   消   診療所
     福岡県大牟田市龍湖瀬町８－３７常　勤:    1 交代 現存
     (医       1) 平27.11. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 2930441,416,5 おか医院 〒836-0044 0944-52-5144岡　幸三郎 岡　幸三郎 平16. 4. 1皮   精   心内診療所
     福岡県大牟田市古町３－９ 常　勤:    2 交代 現存
     (医       2) 平28. 4. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 2931441,417,3 西内科循環器科医院 〒837-0925 0944-53-8341西　宏文 西　宏文 平17. 3. 1内   呼   胃  診療所
     福岡県大牟田市大字白川１－４０常　勤:    1 交代 循   小   現存
     (医       1) 平29. 3. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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 2932441,421,5 くさかべまき内科クリ〒837-0903 0944-41-6036日下部　真希 日下部　真希 平18.11. 1内   神内 心内診療所
     ニック 福岡県大牟田市大字宮崎字乙屋敷常　勤:    1 新規 リハ 現存
     ２７７６－１ (医       1) 平24.11. 1
     非常勤:    1
     (医       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 2933441,422,3 末吉小児科内科医院 〒836-0073 0944-59-8100末吉　圭子 末吉　圭子 平19. 1. 1小   内   診療所
     福岡県大牟田市船津町４３９－１常　勤:    1 新規 現存
     (医       1) 平25. 1. 1
     非常勤:    1
     (医       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 2934441,427,2 永江医院 〒836-0013 0944-53-5921永江　隆 永江　隆 平21. 4. 1内   循   胃  診療所
     福岡県大牟田市中町２丁目４－３常　勤:    2 交代 呼内 現存
     (医       2) 平27. 4. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 2935441,428,0 えだみつ整形外科・リ〒836-0054 0944-41-2200医療法人　淳真会　理枝光　淳 平23. 1. 1整外 リウ リハ診療所
     ウマチ科 福岡県大牟田市天領町一丁目２８常　勤:    1事長　枝光　淳 組織変更 現存
     ９番地３ (医       1) 平29. 1. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 2936441,430,6 藤本整形外科医院 〒836-0805 0944-52-7202藤本　俊博 藤本　俊博 平23. 4. 1一般 診療所
     福岡県大牟田市通町１－８－２ 常　勤:    2 交代     一般    19現存
     (医       2) 平29. 4. 1整外 リハ 神内
     非常勤:    1
     (医       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 2937441,431,4 河野産婦人科医院 〒836-0845 0944-54-9710医療法人　誠和会　理河野　誠司 平23. 5. 1一般        14診療所
     福岡県大牟田市正山町１４８番地常　勤:    1事長　河野　誠司 組織変更 産   婦   産婦現存
     １ (医       1) 平29. 5. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 2938441,433,0 菅原病院 〒836-0036 0944-55-1212医療法人ＣＬＳすがは菅原　謙三 平27. 8. 1療養 病院
     福岡県大牟田市小川町３０番地１常　勤:    2ら　理事長　菅原　謙 移動     療養    60現存
     (医       2)三 平27. 8. 1内   呼内 循  
     胃   リハ 放  
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 2939441,435,5 林田クリニック 〒836-0806 0944-57-2105林田　健蔵 林田　健蔵 平24. 8. 8内   皮   ひ  診療所
     福岡県大牟田市東新町１丁目１－常　勤:    2 その他 現存
     ２ (医       2) 平24. 8. 8
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 2940441,436,3 医療法人　東翔会　ひ〒837-0916 0944-57-6636医療法人　東翔会　理堀　奈美 平24. 9. 1一般        18診療所
     がしはら整形外科医院福岡県大牟田市大字田隈８３０番常　勤:    3事長　東原　忠 その他 整外 リハ リウ現存
     地の１ (医       3) 平24. 9. 1内   神内 
     非常勤:    3
     (医       3)
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 2941441,438,9 ひまわり眼科大牟田 〒836-0037 0944-32-8831医療法人　ひまわり会林　亜紀 平24.12. 1眼   診療所
     福岡県大牟田市岬町３番４　イオ常　勤:    1　理事長　伊藤　正吾 新規 現存
     ンモール大牟田１階 (医       1) 平24.12. 1
     非常勤:   32
     (医      32)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 2942441,439,7 医療法人　諸岡眼科医〒836-0073 0944-51-9100医療法人諸岡眼科医院諸岡　居織 平25. 6. 1眼   診療所
     院 福岡県大牟田市船津町４５０番地常　勤:    1　理事長　諸岡　居織 組織変更 現存
     １ (医       1) 平25. 6. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 2943441,440,5 大牟田中央病院 〒837-0924 0944-53-5111医療法人福岡輝生会　溝手　博義 平26. 1. 1一般       134病院
     福岡県大牟田市大字歴木１８４１常　勤:   10理事長　進　輝政 交代 療養       102現存
     番地 (医       6) 平26. 1. 1外   消   小  
     (薬       4) こう 内   循  
     非常勤:   55 呼内 整外 リウ
     (医      53) リハ 麻   
     (薬       2)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 2944441,441,3 小野胃腸科内科医院 〒837-0921 0944-54-7237小野　崇典 小野　崇典 平27. 1. 1内   胃   診療所
     福岡県大牟田市三池３８０の１ 常　勤:    1 交代 現存
     (医       1) 平27. 1. 1
     非常勤:    1
     (医       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 2945441,443,9 村石クリニック 〒836-0046 0944-52-6060医療法人　信紀会　理村石　和久 平27. 8. 1内   外   診療所
     福岡県大牟田市本町２－２－１３常　勤:    2事長　村石　信男 組織変更 現存
     (医       2) 平27. 8. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 2946441,444,7 メンタルクリニック滴〒837-0922 0944-56-5566横田　泰治 横田　泰治 平29. 1. 1精   心内 内  診療所
     水苑 大牟田市今山３４４４ 常　勤:    1 新規 現存
     (医       1) 平29. 1. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 2947441,445,4 早川内科医院 〒836-0046 0944-54-6600医療法人早川内科医院早川　友一郎 平29. 6. 1内   消   小  診療所
     大牟田市本町４丁目１０番地１１常　勤:    2　理事長　早川　友一 組織変更 現存
     (医       2)郎 平29. 6. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 2948441,446,2 坂本内科医院 〒836-0872 0944-51-3200医療法人慶潤会　理事坂本　慶博 平30. 3. 1一般        19診療所
     大牟田市黄金町一丁目２９４ 常　勤:    2長　坂本　慶博 組織変更 内   消   現存
     (医       2) 平30. 3. 1
     非常勤:    1
     (医       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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 2949441,903,2 医療法人　静光園　白〒837-0926 0944-53-4173医療法人　静光園　理東　秀樹 昭54.10. 1一般 病院
     川病院 福岡県大牟田市上白川町１丁目１常　勤:   13事長　東　秀樹     一般    98現存
     ４６ (医       9) 平24.10. 1療養
     (薬       4)     療養   120
     非常勤:   13 内   循   呼  
     (医      13) 放   胃   リハ
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 2950441,904,0 医療法人　洗心会　倉〒837-0904 0944-58-1211医療法人　洗心会　理中村　茂代志 昭53. 8. 1精神       295病院
     (443,813,7) 永病院 福岡県大牟田市大字吉野８４３ 常　勤:    9事長　熊本　孝司 精   内   歯  現存
     (医       8) 平29. 8. 1
     (薬       1)
     非常勤:    7
     (医       6)
     (歯       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 2951441,906,5 医療法人　曽我病院 〒837-0904 0944-58-1234医療法人　曽我病院　宮川　礎 昭52. 6. 1一般 病院
     福岡県大牟田市大字吉野８５９ 常　勤:    5理事長　曽我　敏武     一般    30現存
     (医       5) 平28. 6. 1療養
     非常勤:   15     療養    60
     (医      14) その他
     (薬       1)     介護    90
     内   胃   神内
     放   リハ 心内
     循   
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 2952441,908,1 医療法人信和会　大牟〒836-0872 0944-52-3012医療法人　信和会　理村田　浩 昭52.11. 1精神       280病院
     田保養院 福岡県大牟田市黄金町１丁目１７常　勤:    8事長　蓮澤　浩明 精   心内 内  現存
     ８ (医       5) 平28.11. 1
     (薬       3)
     非常勤:   18
     (医      18)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 2953441,912,3 みさき病院 〒836-0002 0944-54-0111医療法人親仁会　理事田中　清貴 昭53. 3. 1一般        48病院
     福岡県大牟田市大字岬１２３０ 常　勤:    8長　橋口　俊則 療養        96現存
     (医       8) 平30. 3. 1内   小   呼  
     非常勤:   14 循   放   神内
     (医      14) 精   リハ 胃  
     皮   
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 2954441,913,1 医療法人　親仁会　米〒836-0851 0944-52-4198医療法人親仁会　理事山田　眞一郎 昭59.12. 1内   小   呼  診療所
     の山病院附属中央診療福岡県大牟田市笹林町２－６－３常　勤:    1長　橋口　俊則 循   胃   神内現存
     所 (医       1) 平29.12. 1リハ 
     非常勤:    1
     (医       1)
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 2955441,915,6 医療法人　静光園　第〒836-0885 0944-52-8881医療法人　静光園　理吉田　卓生 昭54. 2. 1精神       184病院
     二病院 福岡県大牟田市下池町２９番地 常　勤:    5事長　東　秀樹 精   神   内  現存
     (医       3) 平30. 2. 1
     (薬       2)
     非常勤:   12
     (医      12)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 2956441,916,4 福岡県済生会大牟田病〒837-0916 0944-53-2488社会福祉法人　恩賜財稲吉　康治 昭37. 7. 1一般       196病院
     院 福岡県大牟田市大字田隈８１０ 常　勤:   28団　済生会　支部長　 内   呼内 胃  現存
     (医      28)金納　文彦 平28. 7. 1放   循   外  
     非常勤:   39 整外 脳外 ひ  
     (医      39) リウ リハ 婦  
     小外 眼   麻  
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 2957441,917,2 米の山病院 〒837-0924 0944-51-3311医療法人親仁会　理事崎山　博司 平28. 3. 1一般 病院
     (443,256,9) 福岡県大牟田市大字歴木４番地の常　勤:   15長　橋口　俊則 移動     一般   171現存
     １０ (医      13) 平28. 3. 1療養
     (歯       2)     療養    48
     非常勤:   43 内   神内 外  
     (医      40) 整外 アレ 小  
     (歯       3) 皮   ひ   眼  
     リハ 放   呼内
     消   胃   循  
     麻   歯   小歯
     歯外 透析 救命
     病理 臨床 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 2958441,919,8 不知火病院 〒836-0004 0944-55-2000医療法人社団　新光会松下　満彦 昭61. 2. 1精神       219病院
     福岡県大牟田市大字手鎌１８００常　勤:   10　理事長　徳永　雄一 内   精   神  現存
     (医       8)郎 平28. 2. 1消   循   神内
     (薬       2) 放   
     非常勤:    5
     (医       5)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 2959441,920,6 南大牟田病院 〒836-0094 0944-57-2000公益財団法人大牟田医前田　謙一 昭62. 8. 1一般        82病院
     福岡県大牟田市臼井町２３－１ 常　勤:    2療協会　代表理事　前 療養        68現存
     (医       2)田　謙一 平29. 8. 1内   外   消  
     非常勤:   12 循   呼内 こう
     (医      12) 麻   整外 放  
     リハ 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 2960441,921,4 医療法人　寿心会　木〒836-0004 0944-51-7680医療法人　寿心会　木木村　徹 昭63. 9. 1一般        19診療所
     村内科医院 福岡県大牟田市大字手鎌８３０ 常　勤:    1村内科医院理事長　木 内   呼   胃  現存
     (医       1)村　徹 平24. 9. 1循   リハ 
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 2961441,922,2 医療法人　大津胃腸科〒836-0075 0944-56-0292医療法人　大津胃腸科大津　省光 平元. 2. 1内   胃   外  診療所
     肛門科クリニック 福岡県大牟田市南船津町１丁目１常　勤:    1肛門科クリニック　理 整外 こう 現存
     ２－１２ (医       1)事長　大津　省光 平28. 2. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 2962441,923,0 医療法人　井上内科ク〒836-0843 0944-52-4602医療法人　井上内科医井上　林太郎 平 5. 5. 1内   胃   循  診療所
     リニック 福岡県大牟田市不知火町３丁目１常　勤:    2院　理事長　井上　林 移動 呼   小   現存
     ０２ (医       2)太郎 平29. 5. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 2963441,924,8 医療法人　杏東会　東〒837-0906 0944-58-1025医療法人杏東会　東原東原　徹 平元. 4. 1一般 診療所
     原産婦人科医院 福岡県大牟田市大字倉永１６７２常　勤:    2産婦人科医院　理事長     一般    18現存
     －３ (医       2)　東原　徹 平28. 4. 1産婦 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 2964441,925,5 医療法人　山下医院 〒836-0004 0944-52-5077医療法人　山下医院　山下　健 平元. 5. 1一般        19診療所
     福岡県大牟田市大字手鎌７４５ 常　勤:    2理事長　山下　健 内   呼   消  現存
     (医       2) 平28. 5. 1循   小   リハ
     非常勤:    1
     (医       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 2965441,927,1 医療法人　友永医院 〒836-0897 0944-52-2523医療法人　友永医院　大地　信彰 平元. 6. 1一般    診療所
     福岡県大牟田市青葉町３１－３ 常　勤:    1理事長　大地　信彰 内   胃   循  現存
     (医       1) 平28. 6. 1小   
     非常勤:    1
     (医       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 2966441,929,7 医療法人　徳丸医院 〒836-0006 0944-52-7128医療法人　徳丸医院　徳丸　久子 平元. 7. 1耳い 診療所
     福岡県大牟田市大黒町１丁目３１常　勤:    2理事長　徳丸　久子 現存
     －８ (医       2) 平28. 7. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 2967441,931,3 蓮田医院 〒836-0065 0944-54-1455医療法人　三樹会　理蓮田　啓 平11. 8. 1内   外   整外診療所
     福岡県大牟田市三川町１丁目２５常　勤:    1事長　蓮田　啓 移動 こう リハ 循  現存
     －１ (医       1) 平29. 8. 1胃   呼   放  
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 2968441,932,1 医療法人　西山醫院 〒837-0923 0944-56-5111医療法人　西山醫院　西山　努 平18. 2.27内   小   胃  診療所
     福岡県大牟田市新町６８番地２ 常　勤:    2理事長　西山　努 移動 消   現存
     (医       2) 平30. 2.27
     非常勤:    1
     (医       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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 2969441,933,9 医療法人　完光会　今〒836-0874 0944-52-5580医療法人　完光会　今税田　直樹 平 2. 2. 1一般        20病院
     野病院 福岡県大牟田市末広町５－２ 常　勤:    3野病院　理事長　今野 療養 現存
     (医       3)　完治 平29. 2. 1    療養    40
     非常勤:   11 療養
     (医      11)     介護     7
     内   呼内 消  
     循   リハ 整外
     麻   外   
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 2970441,936,2 医療法人　飯田クリニ〒836-0845 0944-53-4871医療法人　飯田クリニ飯田　如 平 2.12. 1一般 診療所
     ック 福岡県大牟田市正山町２９ 常　勤:    2ック　理事長　飯田　     一般     4現存
     (医       2)收 平29.12. 1ひ   内   循  
     非常勤:    1
     (医       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 2971441,937,0 医療法人　恵愛会　西〒837-0925 0944-54-5457医療法人恵愛会　西村西村　拓 平 2.12. 1一般         3診療所
     村クリニック 福岡県大牟田市大字白川１８－３常　勤:    2クリニック　理事長　 消   外   整外現存
     ５ (医       2)西村　直 平29.12. 1リハ 内   
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 2972441,939,6 中友診療所 〒836-0032 0944-53-5009医療法人　親仁会　理山本　憲彦 平27.11. 1内   呼内 胃  診療所
     福岡県大牟田市新地町６番地１ 常　勤:    1事長　橋口　俊則 移動 小   循   リハ現存
     (医       1) 平27.11. 1皮   
     非常勤:    7
     (医       7)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 2973441,941,2 医療法人　冨松記念会〒837-0921 0944-53-4852医療法人　冨松記念会冨松　愈 平 3. 8. 1一般        23病院
     　三池病院 福岡県大牟田市大字三池８５５ 常　勤:    8　理事長　冨松　愈 精神       240現存
     (医       8) 平24. 8. 1精   神   内  
     非常勤:    4 心内 胃   循  
     (医       4) 呼   リハ 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 2974441,942,0 医療法人　塩谷眼科医〒837-0914 0944-52-5494医療法人塩谷眼科医院塩谷　信行 平 4. 9. 1一般         6診療所
     院 福岡県大牟田市大字宮部１５６ 常　勤:    2　理事長　塩谷　信行 眼   現存
     (医       2) 平28. 9. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 2975441,943,8 医療法人　兼行医院 〒836-0807 0944-54-2465医療法人　兼行医院　兼行　聡 平 4. 9. 1一般         6診療所
     福岡県大牟田市旭町１丁目２－７常　勤:    3理事長　兼行　聡 療養        11現存
     (医       3) 平28. 9. 1内   胃   消  
     非常勤:    2 外   整外 こう
     (医       2) ひ   小   皮  
     リハ 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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 2976441,944,6 医療法人　悠久会　大〒836-0012 0944-53-5461医療法人　悠久会　理緒方　盛道 平 4. 9. 1一般        46病院
     牟田共立病院 福岡県大牟田市明治町３丁目７－常　勤:    5事長　緒方　盛道 療養        56現存
     ５ (医       4) 平28. 9. 1内   循   消  
     (薬       1) 呼内 放   リウ
     非常勤:   14 アレ リハ 
     (医      14)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 2977441,945,3 医療法人　福寿会　福〒837-0914 0944-51-0555医療法人福寿会　福島福島　賢人 平 4.10. 1整外 リハ リウ診療所
     島整形外科医院 福岡県大牟田市大字宮部１７２－常　勤:    1整形外科医院　理事長 現存
     １ (医       1)　福島　賢人 平28.10. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 2978441,946,1 医療法人　向坂内科ク〒837-0921 0944-51-7585医療法人　向坂内科ク向坂　健男 平 4.12. 1内   消   小  診療所
     リニック 福岡県大牟田市大字三池５５６－常　勤:    1リニック　理事長　向 現存
     １ (医       1)坂　健男 平28.12. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 2979441,947,9 医療法人　向坂眼科医〒836-0853 0944-52-5560医療法人　向坂眼科医向坂　裕夫 平 5. 8. 1一般         6診療所
     院 福岡県大牟田市上町１丁目４－１常　勤:    2院　理事長　向坂　裕 組織変更 眼   現存
     (医       2)夫 平29. 8. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 2980441,949,5 医療法人　松岡医院 〒837-0915 0944-55-3838医療法人　松岡医院　松岡　由香里 平 5. 9. 1内   小   放  診療所
     福岡県大牟田市大字久福木４２９常　勤:    2理事長　松岡　由香里 組織変更 胃   循   現存
     (医       2) 平29. 9. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 2981441,951,1 医療法人中島整形外科〒837-0917 0944-52-5033医療法人　中島整形外中島　雅典 平 6. 9. 1整外 リハ 外  診療所
     医院 福岡県大牟田市草木５７２－１ 常　勤:    2科医院　理事長　中島 組織変更 呼   こう 放  現存
     (医       2)　雅典 平24. 9. 1内   
     非常勤:    1
     (医       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 2982441,952,9 医療法人　立石医院 〒836-0044 0944-52-2653医療法人　立石医院　立石　修 平 7.10. 1耳い 麻   リハ診療所
     福岡県大牟田市古町３－７ 常　勤:    1理事長　立石　修 組織変更 アレ 現存
     (医       1) 平28.10. 1
     非常勤:    1
     (医       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 2983441,954,5 医療法人　岩井外科胃〒837-0915 0944-52-6565医療法人　岩井外科胃岩井　由美子 平 8. 1. 1一般         7診療所
     腸科医院 福岡県大牟田市大字久福木８２番常　勤:    2腸科医院　理事長　岩 組織変更 療養         6現存
     地の１ (医       2)井　輝臣 平29. 1. 1その他       6
     外   胃   こう
     麻   呼   リハ
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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 2984441,955,2 医療法人　春日医院 〒836-0863 0944-56-5432医療法人　春日医院　春日　朱門 平 8. 9. 1一般 診療所
     福岡県大牟田市一浦町６番地の３常　勤:    2理事長　春日　雅樹 組織変更     一般     5現存
     (医       2) 平29. 9. 1療養
         療養    14
     内   外   形外
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 2985441,956,0 日の出町すぎ病院 〒836-0806 0944-55-3000医療法人シーエムエス名取　省一 平 9. 1. 1療養        58病院
     福岡県大牟田市東新町２丁目２番常　勤:    2　理事長　杉　健三 組織変更 内   循   リハ現存
     地の５ (医       2) 平30. 1. 1他   
     非常勤:   13
     (医      13)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 2986441,957,8 医療法人　やまかわク〒837-0927 0944-52-2705医療法人　やまかわク山川　良一 平 9. 5. 1小   内   皮  診療所
     リニック 福岡県大牟田市中白川町１丁目１常　勤:    2リニック　理事長　山 組織変更 アレ 現存
     ７番地 (医       2)川　良一 平30. 5. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 2987441,958,6 医療法人　優誠会　ふ〒837-0906 0944-50-1666医療法人　優誠会　理福山　誠 平 9. 5. 1眼   診療所
     くやま眼科医院 福岡県大牟田市大字倉永３５１番常　勤:    1事長　福山　誠 組織変更 現存
     地の２ (医       1) 平30. 5. 1
     非常勤:    1
     (医       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 2988441,959,4 医療法人　石﨑医院 〒837-0901 0944-58-0117医療法人　石﨑医院　石﨑　孝嗣 平 9. 5. 1内   小   循  診療所
     福岡県大牟田市大字四ケ２４５番常　勤:    1理事長　石﨑　孝嗣 組織変更 リハ 消   他  現存
     地 (医       1) 平30. 5. 1
     非常勤:    2
     (医       2)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 2989441,960,2 医療法人　石橋整形外〒837-0903 0944-58-1323医療法人　石橋整形外石橋　庸司 平 9. 5. 1一般        18診療所
     科医院 福岡県大牟田市大字宮崎５番地の常　勤:    1科医院　理事長　石橋 組織変更 整外 リウ リハ現存
     ７ (医       1)　庸司 平30. 5. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 2990441,961,0 医療法人　こが小児科〒836-0002 0944-53-1150医療法人　こが小児科古賀　龍夫 平 9.12. 1小   アレ 診療所
     医院 福岡県大牟田市大字岬１１７４番常　勤:    1医院　理事長　古賀　 組織変更 現存
     地１ (医       1)龍夫 平27.12. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 2991441,962,8 医療法人正心会　松永〒837-0911 0944-58-1230医療法人正心会　理事山下　卓郎 平 9.12. 1内   小   循  診療所
     クリニック 福岡県大牟田市大字橘１３６５番常　勤:    1長　松永　浩 組織変更 消   呼内 アレ現存
     地 (医       1) 平27.12. 1リハ リウ 神内
     非常勤:    2
     (医       2)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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 2992441,963,6 医療法人愛生会　小野〒836-0844 0944-52-7705医療法人　愛生会　理小野　貴也 平10. 4. 1眼   診療所
     眼科医院 福岡県大牟田市浄真町８番地 常　勤:    1事長　小野　貴也 組織変更 現存
     (医       1) 平28. 4. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 2993441,964,4 杉循環器科内科病院 〒837-0916 0944-56-1119医療法人　シーエムエ杉　健三 平11. 1. 1一般        81病院
     福岡県大牟田市大字田隈９５０番常　勤:    6ス　理事長　杉　健三 組織変更 循   内   他  現存
     地１ (医       6) 平29. 1. 1
     非常勤:   21
     (医      21)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 2994441,965,1 医療法人　長岡内科医〒837-0906 0944-58-0909医療法人　長岡内科医鈴木　飛鳥 平11. 4. 1内   消   呼内診療所
     院 福岡県大牟田市大字倉永６６番地常　勤:    2院　理事長　長岡　祥 組織変更 小   他   現存
     １ (医       2)二 平29. 4. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 2995441,966,9 医療法人睦月会　堀整〒836-0012 0944-52-8065医療法人睦月会　堀整堀　克夫 平11. 5. 1一般        19診療所
     形外科麻酔科クリニッ福岡県大牟田市明治町２丁目１８常　勤:    1形外科麻酔科クリニッ 組織変更 整外 麻   リハ現存
     ク 番地１ (医       1)ク　理事長　堀　克夫 平29. 5. 1リウ 
     非常勤:    1
     (医       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 2996441,968,5 医療法人　梶原クリニ〒836-0003 0944-56-4818医療法人　梶原クリニ梶原　裕二 平12. 5. 1胃   内   放  診療所
     ック 福岡県大牟田市大字唐船１２８番常　勤:    1ック　理事長　梶原　 組織変更 現存
     地１ (医       1)裕二 平30. 5. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 2997441,969,3 くにさき内科・胃腸科〒836-0845 0944-59-0775医療法人　明正会　理國﨑　眞 平12. 7. 1内   胃   小  診療所
     医院 福岡県大牟田市正山町１１７番地常　勤:    1事長　國﨑　眞 組織変更 現存
     の２ (医       1) 平24. 7. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 2998441,970,1 医療法人　吉岡クリニ〒836-0852 0944-43-6027医療法人　吉岡クリニ吉岡　仙弥 平13. 4. 1放   内   小  診療所
     ック 福岡県大牟田市曙町７番地２ 常　勤:    1ック　理事長　吉岡　 組織変更 胃   呼   神内現存
     (医       1)仙弥 平25. 4. 1
     非常勤:    1
     (医       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 2999441,971,9 医療法人　祥和会　永〒836-0853 0944-53-1724医療法人　祥和会　理永江　祥之介 平13.12. 1皮   形外 診療所
     江皮膚科・形成外科ク福岡県大牟田市上町１丁目１番地常　勤:    4事長　永江　祥之介 組織変更 現存
     リニック ８ (医       4) 平25.12. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 3000441,972,7 医療法人　幸親会　有〒836-0073 0944-52-5245医療法人　幸親会　有松尾　知幸 平14. 1. 1療養         8病院
     明病院 福岡県大牟田市船津町４４０－３常　勤:    2明病院　理事長　松尾 組織変更 その他      57現存
     (医       2)　知幸 平26. 1. 1内   外   リハ
     消   
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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 3001441,973,5 医療法人恒生堂　永田〒836-0843 0944-53-3879医療法人恒生堂　理事金﨑　克也 平25. 9. 1一般       124病院
     整形外科病院 福岡県大牟田市不知火町一丁目６常　勤:    8長　永田　榮子 移動 整外 リウ リハ現存
     番３ (医       8) 平25. 9. 1形外 脳外 麻  
     非常勤:   61
     (医      61)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 3002441,974,3 医療法人おがた整形外〒837-0921 0944-53-7189医療法人おがた整形外緒方　達也 平14. 4. 1整外 リハ 診療所
     科医院 福岡県大牟田市大字三池５５８－常　勤:    2科医院　理事長　緒方 組織変更 現存
     ４ (医       2)　達也 平26. 4. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 3003441,975,0 社会保険大牟田天領病〒836-0054 0944-54-8482一般社団法人　福岡県興梠　博次 平14. 4. 1一般       339病院
     院 福岡県大牟田市天領町１丁目１０常　勤:   36社会保険医療協会　会 交代 内   精   神内現存
     ０番地 (医      35)長　吉村　恭幸 平26. 4. 1呼   消   循  
     (薬       1) 小   外   整外
     非常勤:    2 脳外 心外 皮  
     (医       2) ひ   産婦 眼  
     耳い リハ 放  
     麻   
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 3004441,976,8 医療法人けんこう　兼〒837-0924 0944-54-0055医療法人けんこう　理兼行　俊司 平15. 1. 1一般        30病院
     行病院 福岡県大牟田市大字歴木９７７番常　勤:    5事長　兼行　俊司 組織変更 療養        40現存
     地４ (医       5) 平27. 1. 1内   呼   胃  
     リウ 小   整外
     リハ 放   麻  
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 3005441,977,6 医療法人　野田萬里ク〒837-0913 0944-50-0202医療法人野田萬里クリ野田　昌臣 平15. 1. 1麻   内   リハ診療所
     リニック 福岡県大牟田市大字岩本２６６７常　勤:    2ニック　理事長　野田 組織変更 現存
     －１ (医       2)　昌臣 平27. 1. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 3006441,978,4 医療法人安藤皮膚科医〒836-0864 0944-52-2997医療法人安藤皮膚科医安藤　謙治 平15. 1. 1皮   診療所
     院 福岡県大牟田市真道寺町３７ 常　勤:    2院　理事長　安藤　謙 組織変更 現存
     (医       2)治 平27. 1. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 3007441,979,2 南大牟田クリニック 〒836-0094 0944-57-3300公益財団法人大牟田医八板　朗 平15. 4. 1内   外   整外診療所
     福岡県大牟田市臼井町１１番地の常　勤:    2療協会　代表理事　前 新規 消   循   呼  現存
     ６ (医       2)田　謙一 平27. 4. 1こう 
     非常勤:   12
     (医      12)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 3008441,980,0 医療法人メディカルキ〒836-0012 0944-54-3228医療法人メディカルキ平井　裕 平15. 5. 1一般        15診療所
     ューブ平井外科産婦人福岡県大牟田市明治町３丁目８番常　勤:    2ューブ　理事長　平井 その他 療養         4現存
     科 地７ (医       2)　裕 平27. 5. 1胃   外   整外
     非常勤:    1 こう 皮   リハ
     (医       1) 産婦 
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 3009441,981,8 医療法人城クリニック〒837-0924 0944-41-8900医療法人城クリニック城　博 平16. 1. 1内   麻   診療所
     福岡県大牟田市大字歴木字平野山常　勤:    1　理事長　城　博 組織変更 現存
     １８０７番１１４８ (医       1) 平28. 1. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 3010441,982,6 医療法人吉田クリニッ〒836-0076 0944-53-6103医療法人吉田クリニッ吉田　力 平16. 5. 1一般 診療所
     ク 福岡県大牟田市三里町１丁目４番常　勤:    1ク　理事長　吉田　力 組織変更     一般    16療養病床
     地５ (医       1) 平28. 5. 1内   胃   整外現存
     非常勤:    1 外   
     (医       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 3011441,983,4 医療法人　むとう内科〒836-0002 0944-41-9610医療法人　むとう内科武藤　可信 平17. 1. 1内   診療所
     クリニック 福岡県大牟田市大字岬字八幡開１常　勤:    1クリニック　理事長　 組織変更 現存
     ０６３番地１ (医       1)武藤　可信 平29. 1. 1
     非常勤:    1
     (医       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 3012441,984,2 医療法人　古賀皮膚科〒837-0916 0944-51-4485医療法人　古賀皮膚科古賀　英昭 平17.12. 1皮   形外 診療所
     医院 福岡県大牟田市大字田隈字今町２常　勤:    1医院　理事長　古賀　 組織変更 現存
     ６０番地１ (医       1)英昭 平29.12. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 3013441,985,9 医療法人　吉野こども〒837-0903 0944-58-3132医療法人　吉野こども松浦　稔展 平17.12. 1小   診療所
     クリニック 福岡県大牟田市大字宮崎３１１３常　勤:    2クリニック　理事長　 組織変更 現存
     番地 (医       2)松浦　稔展 平29.12. 1
     非常勤:    1
     (医       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 3014441,986,7 社会保険大牟田吉野病〒837-0904 0944-58-0051一般社団法人　福岡県三浦　史博 平18. 4. 1一般        50病院
     院 福岡県大牟田市大字吉野字中尾１常　勤:    4社会保険医療協会　会 交代 療養        50療養病床
     ０６３ (医       3)長　吉村　恭幸 平30. 4. 1内   精   神内現存
     (薬       1) リハ 
     非常勤:    8
     (医       6)
     (薬       2)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 3015441,987,5 医療法人　村尾産婦人〒836-0044 0944-56-3648医療法人　村尾産婦人深川　公一 平18. 4. 1一般        19診療所
     科クリニック 福岡県大牟田市古町１の２ 常　勤:    1科クリニック　理事長 組織変更 産婦 放   現存
     (医       1)　深川　公一 平30. 4. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 3016441,988,3 医療法人ＳＳＣ　坂口〒836-0845 0944-56-5511医療法人ＳＳＣ　理事内田　直美 平18. 5. 1一般        11診療所
     医院 福岡県大牟田市正山町１番地２ 常　勤:    3長　坂口　伸治 組織変更 耳い アレ 放  現存
     (医       3) 平30. 5. 1小   内   形外
     非常勤:    7 気食 
     (医       7)
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 3017441,989,1 医療法人　中島クリニ〒837-0916 0944-43-4770医療法人　中島クリニ中島　裕典 平18. 5. 1脳外 外   リハ診療所
     ック 福岡県大牟田市大字田隈３９２－常　勤:    1ック　理事長　中島　 組織変更 心内 現存
     ２ (医       1)裕典 平30. 5. 1
     非常勤:    1
     (医       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 3018441,990,9 医療法人啓春会　まつ〒836-0897 0944-55-3088医療法人　啓春会　理松尾　啓司 平18. 5. 1眼   診療所
     お眼科 福岡県大牟田市青葉町４８番地１常　勤:    1事長　松尾　啓司 組織変更 現存
     (医       1) 平30. 5. 1
     非常勤:    3
     (医       3)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 3019441,991,7 みみ・はな・のど　じ〒836-0866 0944-55-4415医療法人　泰光会　理成川　圭太 平19. 1. 1耳い アレ 診療所
     ょうかんクリニック 福岡県大牟田市上官町四丁目１０常　勤:    1事長　江崎　秀夫 新規 現存
     ９番地 (医       1) 平25. 1. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 3020441,992,5 辻クリニック 〒836-0074 0944-55-2481医療法人　辻クリニッ辻　克郎 平19. 7. 1一般 診療所
     福岡県大牟田市藤田町３５４－１常　勤:    2ク　理事長　辻　克郎 組織変更     一般    19現存
     (医       2) 平25. 7. 1小   内   心内
     神   精   
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 3021441,993,3 升永医院 〒837-0916 0944-52-3798升永　典代 升永　典代 平20. 7.21内   小   放  診療所
     福岡県大牟田市大字田隈２５ 常　勤:    1 交代 循   呼   消  現存
     (医       1) 平26. 7.21眼   
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 3022441,994,1 こはまクリニック 〒836-0034 0944-41-8800医療法人信真会　理事富安　信夫 平20.11. 1内   胃   消  診療所
     福岡県大牟田市小浜町９５番地６常　勤:    1長　富安　信夫 新規 小   現存
     (医       1) 平26.11. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 3023441,995,8 大牟田市立病院 〒836-8567 0944-53-1061地方独立行政法人大牟野口　和典 平22. 4. 1一般       350地域支援
     福岡県大牟田市宝坂町２丁目１９常　勤:   74田市立病院　理事長　 交代 内   消   循  病院
     番地１ (医      57)野口　和典 平28. 4. 1外   呼外 整外現存
     (薬      17) 形外 脳外 脳内
     非常勤:    1 麻   精   小  
     (医       1) 皮   ひ   産婦
     眼   耳い リハ
     放   病理 救命
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 3024442,147,5 大久保医院 〒836-0046 0944-52-2315大久保　修吉 大久保　修吉 昭35. 2. 1内   胃   小  診療所
     福岡県大牟田市本町３丁目１－６常　勤:    1 皮   現存
     (医       1) 平29. 2. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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 3025442,273,9 牛草医院 〒836-0034 0944-53-0406牛草　貞雄 牛草　貞雄 昭45. 2. 1内   小   診療所
     福岡県大牟田市小浜町２７－１８常　勤:    1 現存
     (医       1) 平24. 8. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 3026442,293,7 早田医院 〒837-0916 0944-54-7589早田　信幸 早田　信幸 昭47. 6. 1内   胃   小  診療所
     福岡県大牟田市大字田隈５３１－常　勤:    1 現存
     ２ (医       1) 平29. 6. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 3027442,324,0 三里胃腸科内科医院 〒836-0076 0944-56-5018平嶋　明 平嶋　明 昭51. 8.23内   胃   循  診療所
     福岡県大牟田市三里町３丁目５番常　勤:    1 小   現存
     地の１ (医       1) 平24. 8. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 3028442,352,1 大津山医院 〒836-0865 0944-52-4412大津山　泰 大津山　泰 昭62. 1. 1内   胃   小  診療所
     福岡県大牟田市七浦町１４７ 常　勤:    1 現存
     (医       1) 平29. 1. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 3029442,357,0 上村耳鼻咽喉科医院 〒836-0012 0944-52-4426上村　正行 上村　正行 昭63. 7. 1耳   診療所
     福岡県大牟田市明治町１丁目２－常　勤:    2 現存
     １ (医       2) 平30. 4. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 3030442,366,1 猿渡耳鼻咽喉科医院 〒837-0927 0944-52-8552猿渡　雄吉 猿渡　雄吉 平 3. 5.31耳   診療所
     福岡県大牟田市中白川町３丁目１常　勤:    1 現存
     ６１ (医       1) 平30. 5.31
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 3031442,934,6 医療法人　原循環器科〒836-0065 0944-57-3301医療法人　原循環器科原　寛 平 2. 2. 1内   循   リハ診療所
     内科医院 福岡県大牟田市三川町２丁目２７常　勤:    1内科医院　理事長　原 放   小   現存
     －１ (医       1)　寛 平29. 2. 1
     非常勤:    1
     (医       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 3032442,948,6 医療法人　和田医院 〒837-0924 0944-57-5554医療法人　和田医院　和田　浩三 平13. 5. 7小   内   アレ診療所
     (443,815,2) 福岡県大牟田市大字歴木１５５９常　勤:    2理事長　和田　浩三 移動 歯   循   現存
     番地８ (医       1) 平25. 5. 7
     (歯       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 3033511,080,4 加来医院 〒820-1103 09496-2-0055加来　洋司 加来　洋司 昭53. 3. 1一般        18診療所
     福岡県鞍手郡小竹町大字勝野３５常　勤:    1 内   胃   小  現存
     ４７の２ (医       1) 平29. 3. 1放   
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 3034511,106,7 のりまつ医院 〒807-1301 09494-2-7008則松　俊一 則松　俊一 平 4. 4. 1一般    診療所
     福岡県鞍手郡鞍手町大字猪倉字葭常　勤:    1 内   呼   消  現存
     牟田３４９の１ (医       1) 平28. 4. 1外   整外 皮  
     こう リハ 放  
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 3035511,112,5 林医院 〒820-1105 09496-2-8008林　譲司 林　譲司 平10. 3. 1外   内   消  診療所
     福岡県鞍手郡小竹町新山崎１０３常　勤:    1 新規 リハ 現存
     ９－１ (医       1) 平28. 3. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 3036511,118,2 地方独立行政法人　く〒807-1312 0949-42-1231地方独立行政法人くら田中　宏明 平25. 4. 1一般       122病院
     らて病院 福岡県鞍手郡鞍手町大字中山２４常　勤:   12て病院　理事長　河野 交代 療養       100現存
     ２５番地９ (医      12)　公俊 平25. 4. 1内   呼   循  
     非常勤:   91 消   リウ 外  
     (医      91) 皮   形外 整外
     眼   耳い ひ  
     小   リハ 放  
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 3037511,119,0 医療法人　原医院 〒807-1313 0949-43-2030医療法人　原医院　理原　一生 平26. 4. 1内   胃   外  診療所
     福岡県鞍手郡鞍手町大字新北１６常　勤:    1事長　原　一生 組織変更 こう リハ 現存
     ５９番地１ (医       1) 平26. 4. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 3038511,904,5 小竹町立病院 〒820-1103 09496-2-0282小竹町　小竹町長　松加来　隆一郎 昭60. 6. 1一般        56病院
     福岡県鞍手郡小竹町大字勝野１１常　勤:    4尾　勝徳 内   消   リハ現存
     ９１番地 (医       3) 平30. 6. 1
     (薬       1)
     非常勤:   21
     (医      21)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 3039511,925,0 医療法人　木原医院 〒807-1312 0949-42-5005医療法人　木原医院　木原　浩蔵 平 8. 9. 1内   呼   循  診療所
     福岡県鞍手郡鞍手町大字中山３６常　勤:    1理事長　木原　浩蔵 組織変更 リハ 現存
     ６０番地の１ (医       1) 平29. 9. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 3040511,929,2 医療法人　菊地医院 〒820-1101 09496-2-1861医療法人　菊地医院　菊地　哲次郎 平12. 4. 1一般    診療所
     福岡県鞍手郡小竹町大字御徳１９常　勤:    1理事長　菊地　哲次郎 組織変更 内   整外 リハ現存
     ７２番地の２ (医       1) 平30. 4. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 3041511,932,6 医療法人梅谷外科胃腸〒807-1312 0949-42-3377医療法人梅谷外科胃腸梅谷　博史 平15. 1. 1一般        12診療所
     科医院 福岡県鞍手郡鞍手町大字中山２２常　勤:    1科医院　理事長　梅谷 組織変更 療養         4現存
     ６２番地の３ (医       1)　博史 平27. 1. 1外   胃   内  
     こう 整外 麻  
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 3042511,934,2 整形外科　健成クリニ〒820-1103 0949-66-3111医療法人　成友会　理里村　健志 平28. 4. 1整外 リウ リハ診療所
     ック 福岡県鞍手郡小竹町勝野３４７４常　勤:    1事長　松本　大成 新規 現存
     番地１ (医       1) 平28. 4. 1
     非常勤:    4
     (医       4)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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 3043511,935,9 鞍手クリニック 〒807-1306 0949-43-3030熊井　三治 熊井　三治 平29. 4. 1内   消   心内診療所
     鞍手郡鞍手町古門１０４２－１ 常　勤:    2 交代 精   他   現存
     (医       2) 平29. 4. 1
     非常勤:    2
     (医       2)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 3044521,193,3 内田外科内科医院 〒820-0606 0948-65-2121内田　正弘 内田　正弘 平17. 7. 1一般        19診療所
     福岡県嘉穂郡桂川町土居１２７０常　勤:    1 交代 内   胃   小  現存
     －１０ (医       1) 平29. 7. 1外   整外 リハ
     放   
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 3045521,199,0 桂川腎クリニック 〒820-0604 0948-26-8080菅原　宏治 菅原　宏治 平28. 4. 1内   透析 診療所
     福岡県嘉穂郡桂川町瀬戸１４８－常　勤:    1 新規 現存
     １ (医       1) 平28. 4. 1
     非常勤:    4
     (医       4)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 3046521,923,3 医療法人　青栁医院 〒820-0607 0948-65-0013医療法人　青栁医院　青栁　明彦 平 2.12. 1内   外   皮  診療所
     福岡県嘉穂郡桂川町大字土師２４常　勤:    1理事長　青栁　明彦 小   現存
     ３１－３ (医       1) 平29.12. 1
     非常勤:    2
     (医       2)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 3047521,929,0 医療法人大村内科医院〒820-0607 0948-65-0016医療法人大村内科医院大村　隆夫 平 5. 4. 1内   消   診療所
     福岡県嘉穂郡桂川町大字土師２３常　勤:    1　理事長　大村　隆夫 現存
     ６１－８ (医       1) 平29. 4. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 3048521,934,0 医療法人　医聖会　諫〒820-0608 0948-65-0039医療法人　医聖会　諫諫山　諭刀 平 7. 6. 1整外 リハ 内  診療所
     山医院 福岡県嘉穂郡桂川町豆田４０４ 常　勤:    1山医院　理事長　諫山 組織変更 現存
     (医       1)　諭刀 平28. 6. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 3049521,935,7 石田病院 〒820-0607 0948-62-2788医療法人　石田病院　石田　光 平 7. 5. 1一般 病院
     福岡県嘉穂郡桂川町大字土師２８常　勤:    1理事長　石田　光 組織変更     一般    30現存
     (医       1) 平28. 5. 1療養
     非常勤:    8     療養    30
     (医       8) 療養
         介護    31
     内   リハ 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 3050521,946,4 医療法人　きはら内科〒820-0607 0948-20-9015医療法人　きはら内科木原　宏介 平18. 1. 1内   消   小  診療所
     消化器科医院 福岡県嘉穂郡桂川町大字土師赤水常　勤:    1消化器科医院　理事長 組織変更 リハ 現存
     ２１９９番１１ (医       1)　木原　宏介 平30. 1. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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 3051531,107,1 吉田医院 〒822-1302 0947-22-4642吉田　豊和 吉田　豊和 昭54. 1.20一般    診療所
     福岡県田川郡糸田町大熊４１４５常　勤:    1 内   循   リハ現存
     －２ (医       1) 平28. 9. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 3052531,112,1 佐柳医院 〒822-1405 0947-32-2557佐柳　秀明 佐柳　秀明 昭61. 5. 1一般         8診療所
     福岡県田川郡香春町大字中津原５常　勤:    1 療養         3現存
     ０７の３ (医       1) 平28. 5. 1その他       8
     内   小   外  
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 3053531,122,0 森戸内科医院 〒824-0512 0947-63-3911森戸　俊博 森戸　俊博 平 7.12. 1内   診療所
     福岡県田川郡大任町大字大行事字常　勤:    1 新規 現存
     下鶴３０８９ (医       1) 平28.12. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 3054531,126,1 柏村医院 〒827-0003 0947-73-2682柏村　宗宏 柏村　宗宏 平10. 4. 1外   内   放  診療所
     福岡県田川郡川崎町川崎４０３－常　勤:    1 交代 現存
     ２ (医       1) 平28. 4. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 3055531,131,1 宇都宮医院 〒822-1201 0947-22-0038宇都宮　潔 宇都宮　潔 平11. 4. 1内   診療所
     福岡県田川郡福智町金田９２４番常　勤:    1 交代 現存
     地４ (医       1) 平29. 4. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 3056531,133,7 勝野内科クリニック 〒824-0602 0947-48-7014勝野　誠 勝野　誠 平11.11. 1内   リハ 診療所
     福岡県田川郡添田町大字添田１４常　勤:    1 新規 現存
     ４８番地 (医       1) 平29.11. 1
     非常勤:    1
     (医       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 3057531,134,5 原医院 〒824-0511 0947-63-2028原　芳信 原　芳信 平12. 7.31内   小   外  診療所
     福岡県田川郡大任町大字今任原２常　勤:    1 交代 胃   現存
     ４６７－２ (医       1) 平24. 7.31
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 3058531,138,6 庄野医院 〒822-1300 0952-26-2439庄野　泰規 庄野　泰規 平16. 1. 1一般    診療所
     福岡県田川郡糸田町１８６２－１常　勤:    1 交代 外   整外 内  現存
     ４ (医       1) 平28. 1. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 3059531,139,4 塚原内科循環器科クリ〒824-0431 0947-62-2055塚原　喜美雄 塚原　喜美雄 平16. 3. 1内   小   循  診療所
     ニック 福岡県田川郡赤村大字赤４７４７常　勤:    1 交代 現存
     －１ (医       1) 平28. 3. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 3060531,141,0 地方独立行政法人　川〒827-0003 0947-73-2171地方独立行政法人　川伊森　裕晃 平23. 4. 1一般        58病院
     崎町立病院 福岡県田川郡川崎町大字川崎２４常　勤:    4崎町立病院　理事長　 交代 療養        41現存
     ３０番地の１ (医       4)伊森　裕晃 平29. 4. 1内   外   眼  
     非常勤:   16 小   放   リハ
     (医      16)
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 3061531,143,6 たくまクリニック 〒822-1201 0947-22-7770医療法人　たくまクリ詫摩　衆三 平24. 1. 1内   消   外  診療所
     福岡県田川郡福智町金田１８５８常　勤:    1ニック　理事長　詫摩 組織変更 リハ 現存
     －１０ (医       1)　衆三 平30. 1. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 3062531,145,1 松岡内科 〒822-1300 0947-26-2323松岡　修 松岡　修 平25. 4. 1内   消   診療所
     福岡県田川郡糸田町１７７２－３常　勤:    1 新規 現存
     (医       1) 平25. 4. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 3063531,147,7 原田眼科 〒822-1101 0947-28-6767原田　行規 原田　行規 平25. 5. 1眼   診療所
     福岡県田川郡福智町赤池２４０番常　勤:    1 新規 現存
     地１ (医       1) 平25. 5. 1
     非常勤:    1
     (医       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 3064531,149,3 柳瀬外科医院 〒824-0602 0947-82-0279柳瀬　晃 柳瀬　晃 平27.12. 2一般 診療所
     福岡県田川郡添田町大字添田１４非常勤:    1 交代     一般    14現存
     ０９ (医       1) 平27.12. 2外   皮   ひ  
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 3065531,150,1 永川外科医院 〒824-0511 0947-63-4100医療法人祐仁会　理事永川　修輔 平27.12. 1外   整外 内  診療所
     福岡県田川郡大任町大字今任原２常　勤:    2長　永川　修輔 組織変更 現存
     ８３０番地１ (医       2) 平27.12. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 3066531,151,9 むかさ内科呼吸器内科〒822-1316 0947-26-0003向笠　洋介 向笠　洋介 平29. 5. 1内   呼内 小  診療所
     クリニック 田川郡糸田町３１６１ 常　勤:    2 新規 現存
     (医       2) 平29. 5. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 3067531,152,7 川口医院 〒824-0602 0947-82-0322川口　浩 川口　浩 平29. 6. 1内   循   診療所
     田川郡添田町添田２０９３－３ 常　勤:    1 交代 現存
     (医       1) 平29. 6. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 3068531,912,4 医療法人新光園　英彦〒824-0603 0947-82-1300医療法人　新光園　理原口　聖 昭53. 6. 1療養        19病院
     山病院 福岡県田川郡添田町大字中元寺８常　勤:    5事長　山本　文人 精神       147現存
     ４４の１４ (医       3) 平29. 6. 1内   精   神  
     (薬       2)
     非常勤:   15
     (医      15)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 3069531,915,7 糸田町立緑ケ丘病院 〒822-1300 0947-26-0111糸田町長　佐々木　淳水上　行房 昭53. 7. 1一般        54病院
     福岡県田川郡糸田町３１８７番地常　勤:    6 療養        24現存
     (医       5) 平29. 7. 1その他      21
     (薬       1) 内   外   整外
     非常勤:   14 小   耳い 放  
     (医      14)
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 3070531,917,3 松本病院 〒827-0003 0947-73-2138社会医療法人療仕会　松本　直樹 昭53. 6. 1一般        40病院
     福岡県田川郡川崎町大字川崎１６常　勤:    7理事長　松本　直樹 療養        40現存
     ８１－１ (医       5) 平29. 6. 1内   外   整外
     (薬       2) 脳外 眼   リハ
     非常勤:   25 形外 
     (医      25)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 3071531,919,9 方城療育園 〒822-1212 09472-2-5888社会福祉法人　方城福須藤　徹 昭58. 9. 1一般 病院
     福岡県田川郡福智町弁城４１９３常　勤:    1祉会　理事長　崎山　     特定    50現存
     番地１５ (医       1)京 平28. 9. 1内   精   小  
     非常勤:   27
     (医      25)
     (薬       2)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 3072531,922,3 医療法人　日高医院 〒827-0004 73-2500 医療法人日髙医院　理日髙　敦弘 平元. 6. 1内   外   消  診療所
     福岡県田川郡川崎町大字田原５５常　勤:    1事長　日髙　敦弘 消＝消化器内科現存
     ２－３ (医       1) 平28. 6. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 3073531,926,4 医療法人　上野病院 〒822-1102 0947-28-2182医療法人上野病院　理長井　啓介 平 3.10. 1精神       194病院
     福岡県田川郡福智町上野３４２０常　勤:    6事長　長井　啓介 精   内   心内現存
     番地 (医       4) 平24.10. 1リハ 胃   
     (薬       2)
     非常勤:    9
     (医       9)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 3074531,927,2 医療法人　江本医院 〒822-1406 0947-32-2106医療法人江本医院　理江本　達志 平 4. 1. 1内   診療所
     福岡県田川郡香春町大字香春２７常　勤:    1事長　江本　達志 現存
     ０ (医       1) 平28. 1. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 3075531,929,8 医療法人　二田水整形〒822-1300 0947-26-0028医療法人　二田水整形二田水　節 平 4. 5. 1整外 診療所
     外科医院 福岡県田川郡糸田町３３１１ 常　勤:    1外科医院　理事長　二 現存
     (医       1)田水　節 平28. 5. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 3076531,931,4 医療法人　池尻診療所〒827-0002 0947-42-0903医療法人　池尻診療所松岡　信秀 平 4. 5. 1内   胃   外  診療所
     福岡県田川郡川崎町池尻８８４－常　勤:    1　理事長　松岡　信秀 リハ 現存
     １ (医       1) 平28. 5. 1
     非常勤:    1
     (医       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 3077531,932,2 医療法人田中整形外科〒827-0002 0947-42-2776医療法人田中整形外科田中　秀武 平 5. 5. 1一般        19診療所
     医院 福岡県田川郡川崎町大字池尻３２常　勤:    2医院　理事長　田中　 整外 リハ 現存
     ９－８ (医       2)秀武 平29. 5. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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 3078531,933,0 医療法人　赤池協同医〒822-1101 0947-28-3750医療法人　赤池協同医田畑　洋司 平 8. 1. 1一般        15診療所
     院 福岡県田川郡福智町赤池５２１番常　勤:    1院　理事長　田畑　洋 組織変更 療養         4現存
     地１８ (医       1)司 平29. 1. 1内   小   リハ
     非常勤:   10 整外 
     (医      10)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 3079531,934,8 医療法人社団　庄宮城〒824-0601 0947-82-1047医療法人社団　庄宮城宮城　理 平 9. 8. 1整外 診療所
     医院 福岡県田川郡添田町大字庄２４９常　勤:    3医院　理事長　宮城　 組織変更 現存
     番地 (医       3)理 平24. 8. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 3080531,935,5 医療法人　富士見ケ丘〒824-0511 0947-63-3996医療法人　富士見ケ丘渡邊　國博 平10. 4. 1一般        19診療所
     内科循環器科医院 福岡県田川郡大任町大字今任原４常　勤:    2内科循環器科医院　理 組織変更 内   循   現存
     １３９番地１４２ (医       2)事長　渡邊　國博 平28. 4. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 3081531,936,3 医療法人　諌山医院 〒822-1300 0947-26-0250医療法人　諌山医院　諌山　士郎 平10. 5. 1内   皮   小  診療所
     福岡県田川郡糸田町４０９８番地常　勤:    2理事長　諌山　士郎 組織変更 現存
     の１ (医       2) 平28. 5. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 3082531,937,1 医療法人良正会　糸田〒822-1300 0947-26-3123医療法人良正会　理事内野　明日香 平12. 1. 1一般        19診療所
     クリニック 福岡県田川郡糸田町１６９８番地常　勤:    2長　内野　明日香 組織変更 内   休止
     の１ (医       2) 平12. 1. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 3083531,938,9 長主病院 〒827-0004 0947-72-7383医療法人ひまわり会　内村　健 平13. 1. 1療養        32病院
     福岡県田川郡川崎町大字田原１１常　勤:    2理事長　松尾　眞二郎 組織変更 内   消   耳い現存
     ２１ (医       2) 平25. 1. 1放   リハ 皮  
     非常勤:    3
     (医       3)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 3084531,939,7 医療法人　古川病院 〒827-0002 0947-44-0367医療法人古川病院　理古賀　寛久 平13.12. 1療養 病院
     福岡県田川郡川崎町大字池尻２９常　勤:    2事長　古賀　寛久 組織変更     療養     6現存
     ６番地の１ (医       1) 平25.12. 1その他
     (薬       1)     療養    30
     非常勤:   13 内   リハ 
     (医      13)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 3085531,940,5 医療法人　中山産婦人〒824-0601 0947-82-0393医療法人　中山産婦人中山　麻子 平14. 6. 1一般 診療所
     科医院 福岡県田川郡添田町大字庄８９３常　勤:    1科医院　理事長　中山 組織変更     一般     9現存
     －１ (医       1)　麻子 平26. 6. 1産   婦   
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 3086531,941,3 医療法人壽仁会方城中〒822-1211 0947-22-7777医療法人壽仁会方城中小野　いづみ 平14.12. 1一般 診療所
     央クリニック 福岡県田川郡福智町伊方４４５１常　勤:    2央クリニック　理事長 組織変更     一般     7現存
     番地２号 (医       2)　小野　いづみ 平26.12. 1内   外   消  
     非常勤:    1 リハ 
     (医       1)



 医 療 機 関 番 号  医 療 機 関 名 称 医療機関所在地 開設者氏名 備  考管理者氏名項 番
指定年月日
登録理由
指定期間始

病床数
／

診療科名

電話番号
／

勤務医数

                 コード内容別医療機関一覧表

［平成30年 6月 1日現在　医科　　　現存／休止］ 平成30年 6月 1日作成   351 頁

 3087531,942,1 医療法人養生会　宮城〒824-0602 0947-82-0008医療法人　養生会　理宮城　佳昭 平23. 9. 1一般         9診療所
     内科胃腸科医院 福岡県田川郡添田町添田１０１２常　勤:    2事長　宮城　佳昭 移動 療養         6現存
     の１ (医       2) 平29. 9. 1内   消   外  
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 3088531,943,9 国民健康保険福智町立〒822-1101 0947-28-2083福智町　福智町長　嶋小川　雅克 平18. 3. 6一般        19診療所
     コスモス診療所 福岡県田川郡福智町赤池９７０番常　勤:    2野　勝 交代 内   小   リハ療養病床
     地１ (医       2) 平30. 3. 6放   現存
     非常勤:    1
     (医       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 3089531,944,7 福智町立　方城診療所〒822-1212 0947-22-0242福智町　福智町長　嶋浅野　茂利 平18. 3. 6一般 診療所
     福岡県田川郡福智町弁城２２３９常　勤:    2野　勝 交代     一般    13現存
     番地１０ (医       2) 平30. 3. 6内   外   整外
     非常勤:    1 リハ 放   
     (医       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 3090531,945,4 医療法人　雪竹医院 〒824-0602 0947-82-0125医療法人　雪竹医院　本廣　資子 平21.10.13小   内   アレ診療所
     福岡県田川郡添田町大字添田１２常　勤:    2理事長　雪竹　浩 移動 皮   リハ 眼  現存
     ６５番地の２ (医       2) 平27.10.13
     非常勤:    2
     (医       2)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 3091531,946,2 医療法人　中山医院 〒824-0601 0947-82-0471医療法人　中山医院　中山　晴郎 平19. 9. 1一般 診療所
     福岡県田川郡添田町大字庄８９０常　勤:    1理事長　中山　晴郎 組織変更     一般    12療養病床
     番地の５ (医       1) 平25. 9. 1療養 現存
         療養     6
     内   小   
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 3092532,920,6 田川慈恵病院 〒822-1212 0947-22-1887医療法人恵和会　理事田中　真理子 昭62. 9. 1療養 病院
     福岡県田川郡福智町弁城３５５２常　勤:   11長　重松　真理子     療養    48現存
     番地 (医       8) 平29. 9. 1精神       195
     (薬       3) 内   精   神  
     非常勤:   10 リハ 
     (医       9)
     (薬       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 3093532,928,9 医療法人　向野医院 〒827-0003 0947-72-5610医療法人向野医院　理向野　守人 平 4. 1. 1内   リハ 診療所
     福岡県田川郡川崎町大字川崎２４常　勤:    1事長　向野　守人 現存
     －２ (医       1) 平28. 1. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 3094532,930,5 医療法人　正久会　荒〒827-0004 0947-73-2131医療法人　正久会　荒荒木　久昭 平 4. 5. 1内   小   診療所
     木小児科医院 福岡県田川郡川崎町大字田原１０常　勤:    1木小児科医院　理事長 現存
     ２１ (医       1)　荒木　久昭 平28. 5. 1
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 3095541,070,9 太田医院 〒822-0031 0949-28-0054太田　守行 太田　守行 昭51. 5.24内   外   整外診療所
     福岡県直方市大字植木１１７８－常　勤:    1 現存
     ２ (医       1) 平30. 5. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 3096541,082,4 西村眼科クリニック 〒822-0026 2-0464 西村　宜倫 西村　宜倫 昭57. 7. 1眼   診療所
     福岡県直方市津田町１番２８号 常　勤:    1 現存
     (医       1) 平24. 7. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 3097541,083,2 西田外科医院 〒822-0002 0949-28-1573西田　博美 西田　博美 昭58. 4. 1胃   外   こう診療所
     福岡県直方市大字頓野字野添２１常　勤:    1 現存
     ０４－１９ (医       1) 平28. 4. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 3098541,089,9 髙尾クリニック 〒822-0003 0949-26-1833髙尾　健 髙尾　健 昭63.12. 1胃   外   診療所
     福岡県直方市大字上頓野２６０６常　勤:    1 現存
     －１０ (医       1) 平27.12. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 3099541,094,9 大森医院 〒822-0025 0949-22-0417大森　晧一 大森　晧一 平 4. 1. 1皮   ひ   こう診療所
     福岡県直方市日吉町９－５２ 常　勤:    2 現存
     (医       2) 平28. 1. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 3100541,096,4 水町クリニック 〒822-0002 水町　義信 水町　義信 平 5. 4. 1一般    診療所
     福岡県直方市大字頓野１８５７－常　勤:    1 内   ひ   現存
     １ (医       1) 平29. 4. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 3101541,097,2 髙嶋整形外科 〒822-0031 0949-28-0144髙嶋　研介 髙嶋　研介 平 8. 3. 4整外 内   診療所
     福岡県直方市大字植木９９２番地常　勤:    1 移動 現存
     の１ (医       1) 平29. 3. 4
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 3102541,098,0 山名眼科診療所 〒822-0026 09492-2-0022生駒　洋 生駒　洋 平 6. 8. 1眼   診療所
     福岡県直方市津田町１１－２７ 常　勤:    2 交代 現存
     (医       2) 平24. 8. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 3103541,099,8 田中産婦人科クリニッ〒822-0002 0949-26-8868田中　康司 田中　康司 平 6.11. 1一般         9診療所
     ク 福岡県直方市大字頓野１０２７ 常　勤:    1 新規 産婦 現存
     (医       1) 平24.11. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 3104541,102,0 岡村医院 〒822-0002 09492-2-2683岡村　浩一郎 岡村　浩一郎 平 7.11.29耳い 診療所
     福岡県直方市大字頓野３８１６の常　勤:    1 交代 現存
     ３ (医       1) 平28.11.29
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 3105541,103,8 はやし眼科 〒822-0002 0949-26-0500林　洋一 林　洋一 平 8. 7. 1眼   診療所
     福岡県直方市頓野３８７０ー１ 常　勤:    1 新規 現存
     (医       1) 平29. 7. 1
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 3106541,104,6 魚住内科胃腸科医院 〒822-0002 09492-6-6610魚住　浩 魚住　浩 平 8. 7. 1内   胃   放  診療所
     福岡県直方市頓野１９１９ー４ 常　勤:    1 交代 呼   現存
     (医       1) 平29. 7. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 3107541,106,1 たまる整形外科医院 〒822-0001 09492-9-2345田丸　幸一 田丸　幸一 平 9. 7. 1整外 外   リハ診療所
     福岡県直方市大字感田１６６ー１常　勤:    1 新規 現存
     ０ (医       1) 平24. 7. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 3108541,109,5 山口耳鼻咽喉科医院 〒822-0024 0949-29-5225山口　隆 山口　隆 平11.12. 1耳い 診療所
     福岡県直方市須崎町４番３０号 常　勤:    1 新規 現存
     (医       1) 平29.12. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 3109541,110,3 殿町医院 〒822-0017 09492-2-0438飯尾　里 飯尾　里 平12. 3. 1一般        14診療所
     福岡県直方市殿町１３番１０号 常　勤:    1 交代 その他       3現存
     (医       1) 平30. 3. 1外   内   胃  
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 3110541,112,9 小野外科胃腸科医院 〒822-0001 0949-26-2678青木　真一 青木　真一 平13.10. 4胃   外   診療所
     福岡県直方市感田１８７５ 常　勤:    1 交代 現存
     (医       1) 平25.10. 4
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 3111541,116,0 阿部眼科医院 〒822-0013 0949-22-2953阿部　健司 阿部　健司 平16. 1. 1眼   診療所
     福岡県直方市溝堀２－３－１３ 常　勤:    2 交代 現存
     (医       2) 平28. 1. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 3112541,117,8 戸田医院 〒822-0011 0949-22-2114戸田　幸博 戸田　幸博 平16. 4. 1内   小   放  診療所
     福岡県直方市大字中泉４０１ 常　勤:    1 交代 現存
     (医       1) 平28. 4. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 3113541,118,6 いずみ眼科 〒822-0001 0949-29-8639佐田　泉 佐田　泉 平18.11. 1眼   診療所
     福岡県直方市大字感田１８４２番常　勤:    1 移動 現存
     地 (医       1) 平24.11. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 3114541,121,0 くきた小児科内科クリ〒822-0031 0949-24-5808久木田　穣次 久木田　穣次 平19. 8. 1小   内   アレ診療所
     ニック 福岡県直方市大字植木１００７番常　勤:    1 新規 現存
     地 (医       1) 平25. 8. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 3115541,127,7 医療法人　華翔会　ゆ〒822-0008 0949-26-7185医療法人　華翔会　理秦　俊尚 平24. 7. 1眼   診療所
     のはら眼科 福岡県直方市湯野原２－１－１イ常　勤:    2事長　瀬戸　輝幸 組織変更 現存
     オンモール直方　１階　１６８区(医       2) 平24. 7. 1
     画
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 3116541,128,5 医療法人　ひさずみ内〒822-0032 0949-25-7500医療法人　ひさずみ内久澄　太一 平25. 1. 1内   神内 リハ診療所
     科医院 福岡県直方市大字下新入６２１番常　勤:    2科医院　理事長　久澄 組織変更 現存
     地１ (医       2)　太一 平25. 1. 1
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 3117541,129,3 阿部皮膚科医院 〒822-0024 0949-22-0234阿部　由利 阿部　由利 平20.10. 1皮   診療所
     福岡県直方市須崎町１５－１６ 常　勤:    2 交代 現存
     (医       2) 平26.10. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 3118541,132,7 風の丘クリニック 〒822-0001 0949-28-8740池村　直美 池村　直美 平25. 7. 1精   心内 診療所
     福岡県直方市大字感田７３３－１常　勤:    1 新規 現存
     (医       1) 平25. 7. 1
     非常勤:    1
     (医       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 3119541,133,5 駅前通り眼科 〒822-0034 0949-29-1371宮﨑　幸子 宮﨑　幸子 平25. 9. 1眼   診療所
     福岡県直方市大字山部字上原田２常　勤:    1 新規 現存
     ４４－１５ (医       1) 平25. 9. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 3120541,135,0 かわじり内科医院 〒822-0008 0949-29-8222川尻　龍典 川尻　龍典 平25.12. 1内   呼内 診療所
     福岡県直方市湯野原２丁目８番４常　勤:    1 新規 現存
     号 (医       1) 平25.12. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 3121541,138,4 なかむらクリニック 〒822-0008 0949-26-0104中村　直 中村　直 平26. 5. 1内   消   診療所
     福岡県直方市湯野原２丁目１５－常　勤:    1 新規 現存
     １－１Ｆ (医       1) 平26. 5. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 3122541,139,2 直方おなかぽんぽん内〒822-0022 0949-25-0005八尋　剛 八尋　剛 平26.10. 1内   消   歯  診療所
     (543,091,9) 科クリニック 福岡県直方市知古１４０８－５ 常　勤:    1 新規 現存
     (医       1) 平26.10. 1
     非常勤:    3
     (医       2)
     (歯       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 3123541,140,0 いちょう内科外科クリ〒822-0001 0949-29-8700新山　秀昭 新山　秀昭 平27. 4. 1内   外   診療所
     ニック 福岡県直方市大字感田３４７８番常　勤:    1 新規 現存
     １ (医       1) 平27. 4. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 3124541,142,6 天寿がん免疫クリニッ〒822-0015 0949-25-7830医療法人社団　ＮＹＣ吉田　信一 平28. 7. 1内   診療所
     ク 直方市新町１－４－１０ 常　勤:    1　理事長　吉田　信一 組織変更 現存
     (医       1) 平28. 7. 1
     非常勤:    3
     (医       3)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 3125541,143,4 さとう愛内科クリニッ〒822-0001 0949-28-7072佐藤　愛 佐藤　愛 平30. 6. 1内   他   診療所
     ク 直方市感田２１５４－１ 常　勤:    1 新規 現存
     (医       1) 平30. 6. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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 3126541,901,5 社会保険直方病院 〒822-0024 0949-22-1215一般社団法人福岡県社田中　伸之介 平24. 7.29一般       156病院
     福岡県直方市須崎町１番１号 常　勤:   22会保険医療協会　会長 移動 内   消   循  現存
     (医      20)　吉村　恭幸 平24. 7.29呼内 透析 神内
     (薬       2) 外   こう 麻  
     非常勤:   25 整外 ひ   耳い
     (医      25) 放   リハ 皮  
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 3127541,902,3 福岡県嘉穂鞍手保健所〒822-0025 0949-22-5691福岡県知事　小川　洋吉田　光一郎 平14. 9. 1内   診療所
     分庁舎 福岡県直方市日吉町９番１０号 常　勤:    3 移動 現存
     (医       3) 平26. 9. 1
     非常勤:    4
     (医       4)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 3128541,903,1 独立行政法人　地域医〒822-0001 0949-26-2311独立行政法人　地域医松本　髙宏 平16. 5. 1一般       132病院
     療機能推進機構　福岡福岡県直方市大字感田５２３番地常　勤:   17療機能推進機構　理事 移動 結核        30現存
     ゆたか中央病院 ５ (医      17)長　尾身　茂 平28. 5. 1内   外   こう
     非常勤:    9 麻   放   消  
     (医       9) 呼内 循   整外
     眼   皮   リハ
     リウ 呼外 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 3129541,911,4 直方・鞍手広域市町村〒822-0034 0949-28-2840直方・鞍手広域市町村山近　仁 昭53. 6. 1一般         7診療所
     圏事務組合休日等急患福岡県直方市大字山部８０８番地常　勤:    3圏事務組合　組合長　 内   小   現存
     センター の１４ (医       3)壬生　隆明 平29. 6. 1
     非常勤:    1
     (医       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 3130541,912,2 医療法人　福翠会　高〒822-0007 09492-2-3661医療法人福翠会　理事高山　克彦 昭55. 1. 1療養        50病院
     (543,912,6) 山病院 福岡県直方市大字下境３９１０番常　勤:   11長　高山　定文 精神       210現存
     地の５０ (医       7) 平28. 1. 1内   精   神  
     (歯       2) 歯   リハ 心内
     (薬       2)
     非常勤:   17
     (医      17)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 3131541,913,0 西田病院 〒822-0005 09492-4-5139医療法人社団　直心会西田　直人 昭57. 4. 1精神       113病院
     福岡県直方市大字永満寺１３４７常　勤:    4　理事長　西田　直人 精   神内 心内現存
     番地 (医       3) 平30. 4. 1
     (薬       1)
     非常勤:   15
     (医      15)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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 3132541,915,5 医療法人　有馬産婦人〒822-0025 0949-22-0833医療法人　有馬産婦人有馬　昭夫 昭63. 8. 1産婦 診療所
     科医院 福岡県直方市日吉町９－２ 常　勤:    1科医院　理事長　有馬 現存
     (医       1)　昭夫 平24. 8. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 3133541,916,3 医療法人　大庭小児科〒822-0001 09492-6-3917医療法人　大庭小児科大庭　利道 平元. 6. 1一般         3診療所
     医院 福岡県直方市大字感田２１５４－常　勤:    2医院　理事長　大庭　 小   現存
     １ (医       1)利道 平28. 6. 1
     (薬       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 3134541,917,1 医療法人　江浦医院 〒822-0017 2-0202 医療法人　江浦医院　藤　雄一 平元. 9. 1耳い 診療所
     福岡県直方市殿町１０－３８ 常　勤:    1理事長　藤　雄一 現存
     (医       1) 平28. 9. 1
     非常勤:    1
     (医       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 3135541,918,9 医療法人　白石内科医〒822-0017 09492-2-0716医療法人　白石内科医白石　悟 平元. 9. 1内   神内 リハ診療所
     院 福岡県直方市殿町１１－１８ 常　勤:    1院　理事長　白石　悟 現存
     (医       1) 平28. 9. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 3136541,919,7 青見胃腸・内視鏡内科〒822-0033 0949-22-2600医療法人　健明会　理青見　賢明 平 2. 1. 1一般    診療所
     クリニック 福岡県直方市大字上新入２４９０常　勤:    3事長　青見　潔 内   胃   消  現存
     －７ (医       3) 平29. 1. 1循   呼内 
     非常勤:    1
     (医       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 3137541,920,5 直方中村病院 〒822-0002 0949-26-1522医療法人社団　温故会吉村　恵 平 3.10. 1精神       171病院
     福岡県直方市大字頓野９９３－１常　勤:    5　理事長　中村　重泰 精   心内 現存
     (医       4) 平24.10. 1
     (薬       1)
     非常勤:   23
     (医      23)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 3138541,921,3 医療法人　永松内科胃〒822-0002 09492-6-7750医療法人　永松内科胃永松　悠二 平 5. 1. 1内   胃   消  診療所
     腸科医院 福岡県直方市大字頓野１５３２－常　勤:    2腸科医院　理事長　永 循   リハ 麻  現存
     １ (医       2)松　悠二 平29. 1. 1小   
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 3139541,922,1 医療法人高橋内科クリ〒822-0002 09492-5-0020医療法人高橋内科クリ下池　英明 平 5. 4. 1一般        10診療所
     ニック 福岡県直方市大字頓野３８０３－常　勤:    3ニック　理事長　高橋 療養         4現存
     １ (医       3)　尚 平29. 4. 1内   循   
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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 3140541,924,7 医療法人　一寿会　西〒822-0026 0949-22-0054医療法人一寿会　理事長家　尚 平 7. 1. 1一般        54病院
     尾病院 福岡県直方市津田町９－３８ 常　勤:    5長　西尾　謙吾 組織変更 療養        30現存
     (医       5) 平28. 1. 1外   呼外 消  
     非常勤:   44 こう 整外 リウ
     (医      44) リハ 内   ひ  
     眼   
     外＝乳腺外科・
     内視鏡外科
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 3141541,925,4 医療法人　福原医院 〒822-0001 09492-6-5100医療法人　福原医院　福原　啓介 平 7. 5.11内   神内 診療所
     福岡県直方市大字感田２２２６ 常　勤:    1理事長　福原　啓介 組織変更 現存
     (医       1) 平28. 5.11
     非常勤:    1
     (医       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 3142541,926,2 医療法人　香月内科医〒822-0007 09492-2-3520医療法人　香月内科医香月　洋一 平 7. 5. 1内   小   循  診療所
     院 福岡県直方市大字下境１１４７－常　勤:    1院　理事長　香月　洋 組織変更 呼内 消   リハ現存
     ２ (医       1)一 平28. 5. 1精   
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 3143541,927,0 医療法人　高橋医院 〒822-0033 09492-2-0683医療法人　高橋医院　高橋　義晴 平 7. 6. 1内   小   診療所
     福岡県直方市大字上新入１９８０常　勤:    1理事長　高橋　義晴 組織変更 現存
     (医       1) 平28. 6. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 3144541,928,8 関屋内科クリニック 〒822-0017 09492-4-1151医療法人正洋　理事長関屋　正彦 平 8. 8. 1内   循   消  診療所
     福岡県直方市殿町９番３号 常　勤:    2　関屋　正彦 組織変更 現存
     (医       2) 平29. 8. 1
     非常勤:    1
     (医       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 3145541,929,6 医療法人　伊東内科循〒822-0021 09492-4-4188医療法人　伊東内科循伊東　直哉 平 9. 4. 1内   循   消  診療所
     環器科医院 福岡県直方市新知町４７１番地２常　勤:    2環器科医院　理事長　 組織変更 呼内 現存
     (医       2)伊東　直哉 平30. 4. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 3146541,930,4 医療法人　武田医院 〒822-0027 09492-2-0139医療法人　武田医院　武田　章 平10. 5. 1胃   内   こう診療所
     福岡県直方市古町１６番３号 常　勤:    2理事長　武田　章 組織変更 呼内 現存
     (医       2) 平28. 5. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 3147541,931,2 医療法人　あざかみこ〒822-0002 09492-5-2666医療法人　あざかみこ阿座上　才紀 平10.12. 1小   診療所
     どもクリニック 福岡県直方市大字頓野３８１５番常　勤:    1どもクリニック　理事 組織変更 現存
     地の１ (医       1)長　阿座上　才紀 平28.12. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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 3148541,932,0 医療法人　ことぶき会〒822-0026 0949-22-0252医療法人　ことぶき会川波　潔 平11. 1. 1内   放   呼内診療所
     　川波医院 福岡県直方市津田町１１番３２号常　勤:    2　理事長　川波　潔 組織変更 循   消   現存
     (医       2) 平29. 1. 1
     非常勤:    3
     (医       3)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 3149541,934,6 医療法人　中村医院 〒822-0027 0949-22-0318医療法人　中村医院　中村　功 平12.12. 1内   診療所
     福岡県直方市古町３番７号 常　勤:    1理事長　中村　功 組織変更 現存
     (医       1) 平24.12. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 3150541,935,3 医療法人　おおもり皮〒822-0001 0949-26-6520医療法人　おおもり皮大森　正樹 平13. 4. 1皮   診療所
     ふ科クリニック 福岡県直方市大字感田字井牟田１常　勤:    1ふ科クリニック　理事 組織変更 現存
     ９３０ー１ (医       1)長　大森　正樹 平25. 4. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 3151541,936,1 医療法人　田代医院 〒822-0013 0949-22-3030医療法人　田代医院　原田　克彦 平14. 4. 1脳外 内   小  診療所
     福岡県直方市溝堀３丁目５番４１常　勤:    2理事長　原田　克彦 組織変更 外   現存
     号 (医       2) 平26. 4. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 3152541,938,7 医療法人栗原小児科内〒822-0023 0949-22-1900医療法人栗原小児科内栗原　潔 平15. 1. 1小   内   診療所
     科クリニック 福岡県直方市神正町３番２９号 常　勤:    2科クリニック　理事長 組織変更 現存
     (医       2)　栗原　潔 平27. 1. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 3153541,939,5 直方診療所 〒822-0034 0949-28-3321公益社団法人福岡医療田村　俊一郎 平16. 4. 1内   診療所
     福岡県直方市大字山部字喜藤太５常　勤:    2団　代表理事　舟越　 交代 現存
     ０４ (医       2)光彦 平28. 4. 1
     非常勤:    3
     (医       3)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 3154541,940,3 医療法人　薫風会　菅〒822-0002 0949-28-1288医療法人　薫風会　理菅原　啓介 平17.12. 1内   呼   診療所
     原内科呼吸器科医院 福岡県直方市大字頓野２１０４番常　勤:    1事長　菅原　啓介 組織変更 現存
     地３１ (医       1) 平29.12. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 3155541,941,1 医療法人　健心会　阿〒822-0002 0949-29-1070医療法人　健心会　理阿座上　志朗 平18.12. 1内   循   診療所
     座上内科循環器科クリ福岡県直方市大字頓野３８２６番常　勤:    1事長　阿座上　志朗 組織変更 現存
     ニック 地１ (医       1) 平24.12. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 3156541,942,9 医療法人天真会　すず〒822-0001 0949-29-6788医療法人　天真会　理鈴木　信行 平19. 5. 1内   循   消  診療所
     き内科クリニック 福岡県直方市湯野原２丁目２番６常　勤:    1事長　鈴木　信行 新規 呼内 リハ 現存
     －１０１号 (医       1) 平25. 5. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 3157541,943,7 医療法人裕和　かつき〒822-0001 0949-26-7777医療法人　裕和　理事香月　千裕 平19. 5. 1一般 診療所
     脳外科整形外科 福岡県直方市感田４１５番地４ 常　勤:    2長　香月　裕志 組織変更     一般 現存
     (医       2) 平25. 5. 1外   整外 脳外
     リハ 
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 3158541,944,5 医療法人　古賀整形外〒822-0022 0949-22-0028医療法人　古賀整形外古賀　哲二 平19. 5. 1整外 診療所
     科医院 福岡県直方市知古１丁目１番１号常　勤:    1科医院　理事長　古賀 組織変更 現存
     (医       1)　哲二 平25. 5. 1
     非常勤:    1
     (医       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 3159541,945,2 大野小児科内科 〒822-0025 0949-22-0305大野　祥一郎 大野　祥一郎 平20. 8. 7小   内   消  診療所
     福岡県直方市日吉町３の２ 常　勤:    2 交代 現存
     (医       2) 平26. 8. 7
     非常勤:    1
     (医       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 3160542,085,6 西尾外科医院 〒822-0011 0949-22-2684西尾　保英 西尾　保英 昭59. 7. 4胃   外   整外診療所
     福岡県直方市中泉２７６－１ 常　勤:    1 現存
     (医       1) 平29. 7. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 3161551,092,0 工藤耳鼻咽喉科医院 〒820-0040 09-2-2541 工藤　日出生 工藤　日出生 昭53. 8. 1耳   診療所
     福岡県飯塚市吉原町１１－２１ 常　勤:    1 現存
     (医       1) 平22.11. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 3162551,139,9 三笠外科医院 〒820-0065 0948-22-2113三笠　茂 三笠　茂 昭50. 3. 1一般    診療所
     福岡県飯塚市中４９７番地 常　勤:    1 内   外   整外現存
     (医       1) 平29. 3. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 3163551,158,9 木原眼科医院 〒820-0053 09482-5-1319木原　秀司 木原　秀司 昭56. 4. 1眼   診療所
     福岡県飯塚市伊岐須２９８番地６常　勤:    1 現存
     (医       1) 平27.12. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 3164551,168,8 二宮医院 〒820-0021 0948-22-3272二宮　健 二宮　健 平 7.11.30一般    診療所
     福岡県飯塚市潤野８５５ 常　勤:    1 移動 内   胃   循  現存
     (医       1) 平28.11.30小   
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 3165551,170,4 津川診療所 〒820-0005 22-1466 津川　信 津川　信 昭58.12. 1内   小   診療所
     福岡県飯塚市新飯塚１８番１２号常　勤:    2 現存
     (医       2) 平28.12. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 3166551,176,1 ナワタ消化器外科医院〒820-0044 0948-24-2303縄田　修 縄田　修 昭59. 9. 1内   胃   外  診療所
     福岡県飯塚市横田３３４番地 常　勤:    1 麻   現存
     (医       1) 平29. 9. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 3167551,177,9 奈田クリニック 〒820-0044 0948-24-5080奈田　勝利 奈田　勝利 昭59.12. 1内   小   胃  診療所
     福岡県飯塚市横田３２５番地１ 常　勤:    1 外   現存
     (医       1) 平29.12. 1
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 3168551,184,5 長谷川整形外科医院 〒820-0042 0948-25-7568長谷川　善廣 長谷川　善廣 昭62. 6. 1一般    診療所
     福岡県飯塚市本町１１６２－８ 常　勤:    1 整外 リハ 現存
     (医       1) 平29. 6. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 3169551,196,9 坂元クリニック 〒820-0062 0948-25-1881坂元　伸通 坂元　伸通 平 2. 5. 1内   外   診療所
     福岡県飯塚市目尾７２０番地３ 常　勤:    1 現存
     (医       1) 平29. 5. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 3170551,197,7 廣畑クリニック 〒820-0043 0948-25-4377廣畑　隆 廣畑　隆 平 3. 1. 1精   神   内  診療所
     福岡県飯塚市西町２－８７飯塚セ常　勤:    1 神内 現存
     ンタービル (医       1) 平30. 1. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 3171551,201,7 元山医院 〒820-0067 0948-25-0491元山　福仁 元山　福仁 平 3. 5. 7内   皮   婦  診療所
     福岡県飯塚市川津２０６番地１ 常　勤:    1 アレ 現存
     (医       1) 平30. 5. 7
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 3172551,202,5 細川小児科内科医院 〒820-0001 0948-22-1088細川　清 細川　清 平 3. 6. 1内   小   診療所
     福岡県飯塚市鯰田１７７２番地 常　勤:    2 現存
     (医       2) 平30. 6. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 3173551,212,4 さい医院 〒820-0017 0948-28-1401崔　哲洵 崔　哲洵 平 7.10. 1外   診療所
     福岡県飯塚市菰田西２－１－２１常　勤:    1 新規 現存
     (医       1) 平28.10. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 3174551,216,5 藤井泌尿器科医院 〒820-0041 0948-21-5550藤井　善隆 藤井　善隆 平 9. 9. 1ひ   診療所
     福岡県飯塚市飯塚８－２０ 常　勤:    1 新規 現存
     (医       1) 平24. 9. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 3175551,218,1 青山外科医院 〒820-0040 0948-22-3175青山　雄三 青山　雄三 平10. 4. 1一般        19診療所
     福岡県飯塚市吉原町１０－６ 常　勤:    1 その他 外   整外 皮  現存
     (医       1) 平28. 4. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 3176551,220,7 立神医院 〒820-0016 0948-26-3225立神　高明 立神　高明 平12. 4. 1内   循   呼  診療所
     福岡県飯塚市菰田東１丁目１０－常　勤:    1 新規 小   外   現存
     ６ (医       1) 平30. 4. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 3177551,222,3 そうだレディースクリ〒820-0005 0948-26-7575荘田　朋子 荘田　朋子 平13. 1. 1産婦 診療所
     ニック 福岡県飯塚市新飯塚４－５ 常　勤:    1 交代 現存
     (医       1) 平25. 1. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 3178551,223,1 あい内科・消化器科ク〒820-0017 0948-22-0703斉東　哲浩 斉東　哲浩 平13. 5. 1内   消   呼  診療所
     リニック 福岡県飯塚市菰田西１丁目６－２常　勤:    1 新規 リハ 小   アレ現存
     ４ (医       1) 平25. 5. 1胃   
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 3179551,224,9 飯塚腎クリニック 〒820-0068 0948-21-8877西村　学 西村　学 平13. 6. 1一般        12診療所
     福岡県飯塚市片島２丁目１９７－常　勤:    1 新規 内   現存
     １ (医       1) 平25. 6. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 3180551,225,6 松浦医院 〒820-0041 0948-22-3657松浦　尚志 松浦　尚志 平13. 8. 1一般        13診療所
     福岡県飯塚市飯塚１９－２０ 常　勤:    1 交代 内   小   放  現存
     (医       1) 平25. 8. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 3181551,226,4 桑原脳神経外科医院 〒820-0053 0948-21-1033桑原　正憲 桑原　正憲 平13.12. 1脳外 神内 リハ診療所
     福岡県飯塚市伊岐須１３１番地 常　勤:    1 新規 現存
     (医       1) 平25.12. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 3182551,227,2 梶原クリニック 〒820-0069 0948-24-2312梶原　秀彦 梶原　秀彦 平14. 7. 1脳外 内   診療所
     福岡県飯塚市宮町１－８ 常　勤:    1 新規 現存
     (医       1) 平26. 7. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 3183551,233,0 松隈眼科医院 〒820-0040 0948-22-0542松隈　博 松隈　博 平27. 8.18眼   診療所
     福岡県飯塚市吉原町２番２号 常　勤:    1 移動 現存
     (医       1) 平27. 8.18
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 3184551,246,2 あそう内科クリニック〒820-0074 0948-29-1666麻生　宣則 麻生　宣則 平 6. 4. 1内   消   診療所
     福岡県飯塚市楽市３０９番地８ 常　勤:    1 新規 現存
     (医       1) 平30. 4. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 3185551,247,0 徳永眼科医院 〒820-0074 0948-25-0011徳永　直記 徳永　直記 平 9. 1. 1眼   診療所
     福岡県飯塚市楽市１４１番地２ 常　勤:    1 移動 現存
     (医       1) 平30. 1. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 3186551,248,8 おおつか眼科内科医院〒820-0701 0948-72-2828大塚　正博 大塚　正博 平 7.11. 1眼   内   小  診療所
     福岡県飯塚市長尾４０５番地１ 常　勤:    1 新規 現存
     (医       1) 平28.11. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 3187551,253,8 医療法人　兼田循環器〒820-0112 0948-82-3456医療法人　兼田循環器兼田　政治 平 2. 3. 1内   循   診療所
     内科医院 福岡県飯塚市有井３５５番地１２常　勤:    1内科医院　理事長　兼 現存
     (医       1)田　政治 平29. 3. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 3188551,254,6 医療法人　穂波整形外〒820-0076 0948-25-0066医療法人　穂波整形外新井　安道 平 2. 8. 1一般        19診療所
     科医院 福岡県飯塚市太郎丸７４２番地 常　勤:    1科医院　理事長　新井 整外 現存
     (医       1)　安道 平29. 8. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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 3189551,255,3 医療法人　佐野医院 〒820-0101 0948-82-0036医療法人　佐野医院　佐野　幸寛 平 2. 8. 1内   消   小  診療所
     福岡県飯塚市綱分８４５番地１ 常　勤:    1理事長　佐野　幸寛 現存
     (医       1) 平29. 8. 1
     非常勤:    1
     (医       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 3190551,256,1 医療法人　広瀬医院 〒820-0101 0948-82-0027医療法人　広瀬医院　廣瀬　憲治 平 5.12. 1内   小   麻  診療所
     福岡県飯塚市綱分７５６番地 常　勤:    1理事長　廣瀬　憲治 組織変更 リハ 現存
     (医       1) 平29.12. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 3191551,257,9 医療法人　牛島診療所〒820-0089 25-3490 医療法人　牛島診療所牛島　正和 平 5.12. 1内   外   脳外診療所
     福岡県飯塚市小正４６３番地６ 常　勤:    1　理事長　牛島　正和 組織変更 整外 胃   こう現存
     (医       1) 平29.12. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 3192551,258,7 医療法人　田中医院 〒820-0075 0948-22-1850医療法人　田中医院　田中　祥視 平10. 1. 1小   内   診療所
     福岡県飯塚市天道４１５番地１ 常　勤:    1理事長　田中　祥視 組織変更 現存
     (医       1) 平28. 1. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 3193551,259,5 医療法人　秀和会　あ〒820-0712 0948-72-3230医療法人　秀和会　あ青栁　和彦 平10.12. 1内   胃   小  診療所
     おやぎ内科クリニック福岡県飯塚市大分１３２４番地４常　勤:    1おやぎ内科クリニック 組織変更 リハ 現存
     (医       1)　理事長　青栁　和彦 平28.12. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 3194551,260,3 医療法人　宮嶋外科内〒820-0071 0948-22-1477医療法人　宮嶋外科内宮嶋　靖士 平12. 1.12一般         4診療所
     科医院 福岡県飯塚市忠隈３８０番地 常　勤:    2科医院　理事長　宮嶋 組織変更 療養        11現存
     (医       2)　靖士 平30. 1.12外   内   小  
     胃   
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 3195551,261,1 医療法人　恵藹　パー〒820-0081 0948-21-4859医療法人　恵藹　理事楠原　公治 平12. 4. 1眼   診療所
     クシティクリニック 福岡県飯塚市枝国４９５番地１５常　勤:    2長　楠原　公治 組織変更 現存
     (医       2) 平30. 4. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 3196551,262,9 医療法人　西園内科ク〒820-0089 0948-24-9308医療法人　西園内科ク西園　久德 平12.12. 1内   消   リハ診療所
     リニック 福岡県飯塚市小正４０番地１ 常　勤:    1リニック　理事長　西 組織変更 現存
     (医       1)園　久德 平24.12. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 3197551,263,7 医療法人　麻生耳鼻咽〒820-0070 0948-28-1122医療法人　麻生耳鼻咽麻生　正美 平13. 4. 1耳い 気食 診療所
     喉科医院 福岡県飯塚市堀池２５４番地２ 常　勤:    1喉科医院　理事長　麻 組織変更 現存
     (医       1)生　正美 平25. 4. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 3198551,264,5 医療法人塚本クリニッ〒820-0702 0948-72-4388医療法人塚本クリニッ塚本　伝彦 平15. 1. 1内   消   外  診療所
     ク 福岡県飯塚市平塚８８番地２ 常　勤:    1ク　理事長　塚本　伝 組織変更 現存
     (医       1)彦 平27. 1. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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 3199551,265,2 医療法人上村クリニッ〒820-0071 0948-22-2973医療法人上村クリニッ上村　陽子 平15. 4. 1皮   形外 診療所
     ク上村皮ふ科形成外科福岡県飯塚市忠隈３５５番地２ 常　勤:    1ク　理事長　上村　陽 組織変更 現存
     クリニック (医       1)子 平27. 4. 1
     非常勤:    1
     (医       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 3200551,268,6 橋川整形外科医院 〒820-0081 09482-4-3403橋川　孝弘 橋川　孝弘 昭54. 8. 1一般        19診療所
     福岡県飯塚市枝国２６９番地６ 常　勤:    1 整外 現存
     (医       1) 平24. 8. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 3201551,269,4 清永整形外科医院 〒820-0070 0948-22-3440清永　寛一郎 清永　寛一郎 平 3. 8. 1整外 診療所
     福岡県飯塚市堀池１９番地 常　勤:    1 現存
     (医       1) 平24. 8. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 3202551,270,2 医療法人　恵愛会　江〒820-0112 0948-82-2381医療法人恵愛会江藤外江藤　恵祐 平 2. 2. 1一般        19診療所
     藤外科胃腸科 福岡県飯塚市有井３５５番地８３常　勤:    1科胃腸科　理事長　江 胃   外   現存
     (医       1)藤　恵祐 平29. 2. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 3203551,273,6 宮嶋耳鼻咽喉科 〒820-0072 0948-28-3347宮嶋　義巳 宮嶋　義巳 平18. 6. 1耳い アレ 気食診療所
     福岡県飯塚市南尾４００－１ 常　勤:    1 新規 現存
     (医       1) 平30. 6. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 3204551,274,4 近藤医院 〒820-0017 0948-22-2899近藤　淳 近藤　淳 平18. 9. 1内   消   小  診療所
     福岡県飯塚市菰田西一丁目４番３常　勤:    3 交代 現存
     号 (医       3) 平24. 9. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 3205551,275,1 坂本医院 〒820-0062 0948-21-0076桑原　健介 桑原　健介 平19. 1. 1内   皮   診療所
     福岡県飯塚市目尾１２５６－１４常　勤:    1 交代 現存
     (医       1) 平25. 1. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 3206551,276,9 医療法人仁久会　永芳〒820-0704 0948-72-0294医療法人　仁久会　理永芳　達夫 平19. 1. 1一般         5診療所
     医院 福岡県飯塚市阿恵３５９番地１１常　勤:    2事長　永芳　達夫 組織変更 療養        10療養病床
     (医       2) 平25. 1. 1内   小   現存
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 3207551,279,3 佐藤医院 〒820-1111 09496-2-0006山田　真 山田　真 平20. 9. 1内   眼   リハ診療所
     福岡県飯塚市勢田１２８６－４ 常　勤:    1 新規 現存
     (医       1) 平26. 9. 1
     非常勤:    1
     (医       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 3208551,280,1 そばしま内科循環器科〒820-0005 0948-26-9900側島　淳史 側島　淳史 平20.10. 1内   循   診療所
     福岡県飯塚市新飯塚２１－２１ 常　勤:    1 新規 現存
     (医       1) 平26.10. 1
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 3209551,281,9 いくたクリニック 〒820-0074 0948-22-0666生田　恵子 生田　恵子 平21. 2. 1心内 精   内  診療所
     福岡県飯塚市楽市６５９番地３ 常　勤:    1 新規 現存
     (医       1) 平27. 2. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 3210551,282,7 医療法人康和会　柴田〒820-0014 0948-24-8181医療法人　康和会　理柴田　美恵子 平22. 5. 1神内 内   リハ診療所
     みえこ内科・神経内科福岡県飯塚市鶴三緒１５４７－１常　勤:    1事長　柴田　美恵子 新規 心内 循   現存
     クリニック ０ (医       1) 平28. 5. 1
     非常勤:    3
     (医       3)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 3211551,283,5 小川内科・循環器内科〒820-0040 0948-22-2010小川　敏弘 小川　敏弘 平22. 6. 1内   循   診療所
     福岡県飯塚市吉原町６番１号あい常　勤:    1 新規 現存
     タウン３階 (医       1) 平28. 6. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 3212551,284,3 あおぞら整形外科医院〒820-0013 0948-26-5066医療法人　あおぞら　辰元　要仁 平22. 6. 1整外 内   リハ診療所
     福岡県飯塚市上三緒４４５番地２常　勤:    1理事長　辰元　要仁 組織変更 リウ 現存
     (医       1) 平28. 6. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 3213551,285,0 石川クリニック 〒820-0011 0948-22-0019医療法人　石川クリニ石川　和史 平23. 6. 1脳外 整外 麻  診療所
     福岡県飯塚市柏の森９２番地１０常　勤:    1ック　理事長　石川　 組織変更 リハ 現存
     ３ (医       1)和史 平29. 6. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 3214551,287,6 多田泌尿器科クリニッ〒820-0040 0948-43-9216多田　勝 多田　勝 平24. 2. 1ひ   皮   診療所
     ク 福岡県飯塚市吉原町５３７ 常　勤:    1 新規 現存
     (医       1) 平30. 2. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 3215551,291,8 三宅脳神経外科病院 〒820-0074 0948-25-5050三宅　仁 三宅　仁 平26. 3.22一般        44病院
     福岡県飯塚市楽市２４３－１１ 常　勤:    1 交代 脳外 リハ 現存
     (医       1) 平26. 3.22
     非常勤:    7
     (医       7)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 3216551,293,4 青山医院 〒820-0079 0948-22-6328医療法人　青山医院　青山　祐彦 平28. 2. 1内   外   小  診療所
     福岡県飯塚市高田９７２番地１ 常　勤:    2理事長　青山　祐彦 組織変更 消   現存
     (医       2) 平28. 2. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 3217551,294,2 青山診療所 〒820-0712 0948-72-0072医療法人　青山医院　青山　祐彦 平28. 2. 1内   小   診療所
     福岡県飯塚市大分１４４８番地１常　勤:    1理事長　青山　祐彦 組織変更 現存
     ４ (医       1) 平28. 2. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 3218551,295,9 野見山医院 〒820-0054 0948-22-8668医療法人福櫻会　理事野見山　祐次 平28. 5. 1内   消   小  診療所
     福岡県飯塚市伊川４０６番地１ 常　勤:    1長　野見山　祐次 組織変更 現存
     (医       1) 平28. 5. 1
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 3219551,296,7 医療法人夢結　らそう〒820-0001 0948-43-3151医療法人夢結　理事長谷口　英太郎 平28. 8. 1内   リハ 他  診療所
     む内科リハビリテーシ飯塚市鯰田２２１９番地２０ 常　勤:    1　谷口　英太郎 新規 現存
     ョンクリニック (医       1) 平28. 8. 1
     非常勤:    2
     (医       2)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 3220551,298,3 医療法人　健蘭会　石〒820-0053 0948-23-0400医療法人健蘭会　理事石橋　憲吾 平29. 1. 1外   内   リハ診療所
     橋外科内科医院 飯塚市伊岐須８４７番地５ 常　勤:    1長　石橋　憲吾 交代 整外 胃   こう現存
     (医       1) 平29. 1. 1
     非常勤:    1
     (医       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 3221551,299,1 岡眼科飯塚クリニック〒820-0067 0948-22-5155医療法人先進会　理事近藤　美鈴 平29. 2. 1眼   診療所
     飯塚市川津３７１番１ 常　勤:    2長　岡　義隆 新規 現存
     (医       2) 平29. 2. 1
     非常勤:    5
     (医       5)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 3222551,300,7 医療法人　ふくはだ皮〒820-0053 0948-26-2277医療法人ふくはだ皮ふ福田　俊平 平29. 4. 1皮   診療所
     ふ科クリニック 飯塚市伊岐須６４０－１ 常　勤:    2科クリニック　理事長 組織変更 現存
     (医       1)　福田　俊平 平29. 4. 1
     (薬       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 3223551,301,5 鯵坂皮膚科 〒820-0017 0948-22-0236鰺坂　義之 鰺坂　義之 平29. 5. 1皮   内   診療所
     飯塚市菰田西２丁目７－３３ 常　勤:    1 交代 現存
     (医       1) 平29. 5. 1
     非常勤:    1
     (医       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 3224551,302,3 ひだ内科クリニック 〒820-0054 0948-52-6801檜田　剛 檜田　剛 平30. 5. 1内   診療所
     飯塚市伊川５４８－１ 常　勤:    1 新規 現存
     (医       1) 平30. 5. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 3225551,303,1 明治記念病院 〒820-0067 0948-25-2345医療法人光熙会　理事金海　光夫 平30. 4. 1一般        50病院
     飯塚市川津３６０番地３ 常　勤:    1長　金海　光夫 組織変更 整外 内   神内現存
     (医       1) 平30. 4. 1形外 リハ 
     非常勤:   15
     (医      15)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 3226551,304,9 いいづかこども診療所〒820-0040 0948-80-5630医療法人いいづかこど牟田　広実 平30. 5. 1小   アレ 内  診療所
     飯塚市吉原町５３７番地 常　勤:    1も診療所　理事長　牟 組織変更 現存
     (医       1)田　広実 平30. 5. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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 3227551,901,2 医療法人　飯塚恵仁会〒820-0003 0948-22-2611医療法人　飯塚恵仁会山本　克康 昭53.10. 1精神       203病院
     　たていわ病院 福岡県飯塚市立岩１７２５番地 常　勤:    4　理事長　山本　克康 精   神   内  現存
     (医       4) 平29.10. 1心内 
     非常勤:    6
     (医       6)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 3228551,908,7 福岡県嘉穂・鞍手保健〒820-0004 0948-21-4911福岡県知事　小川　洋橋本　弥生 昭53. 6. 1内   診療所
     所 福岡県飯塚市新立岩８－１ 常　勤:    7 現存
     (医       7) 平29. 6. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 3229551,909,5 飯塚記念病院 〒820-0014 0948-22-2316医療法人社団豊永会　豊永　武一郎 昭53. 1. 1精神       400病院
     (553,909,9) 福岡県飯塚市鶴三緒１４５２番地常　勤:   21理事長　豊永　武一郎 精   神   心内現存
     ２ (医      17) 平29. 1. 1内   消   整外
     (薬       4) 歯   他   
     非常勤:   35
     (医      29)
     (歯       5)
     (薬       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 3230551,912,9 社会保険二瀬病院 〒820-0054 0948-22-1526一般社団法人福岡県社八谷　直樹 昭53. 7. 1一般        55病院
     福岡県飯塚市伊川１２４３番地１常　勤:    4会保険医療協会　会長 内   リウ 消  現存
     (医       4)　吉村　恭幸 平29. 7. 1呼内 皮   リハ
     非常勤:    9
     (医       9)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 3231551,914,5 飯塚病院 〒820-8505 0948-22-3800株式会社　麻生　取締増本　陽秀 昭53. 7. 1一般       978地域支援
     (553,914,9) 福岡県飯塚市芳雄町３番８３号 常　勤:  301役社長　麻生　巌 精神        70総合病院
     (医     297) 平29. 7. 1内   精   神内現存
     (歯       4) 呼   循   小  
     外   整外 脳外
     心外 小外 皮  
     ひ   眼   耳  
     リハ 放   麻  
     歯外 心内 リウ
     産婦 消   呼外
     形外 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 3232551,916,0 独立行政法人労働者健〒820-0053 09482-4-7500独立行政法人労働者健前田　健 昭54. 6. 1一般       150病院
     康安全機構　総合せき福岡県飯塚市伊岐須５５０番地４常　勤:   17康安全機構　理事長　 内   整外 脳外現存
     損センター (医      16)有賀　徹 平30. 6. 1ひ   リハ 麻  
     (薬       1)
     非常勤:   12
     (医      12)
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 3233551,918,6 医療法人社団　親和会〒820-0044 0948-22-0725医療法人　社団　親和古瀬　俊一郎 昭62. 9. 1一般        89病院
     　共立病院 福岡県飯塚市横田７７０番地３ 常　勤:    9会　理事長　草田　栄 療養 現存
     (医       9)作 平29. 9. 1    療養    50
     非常勤:   11 療養
     (医      11)     介護    50
     内   消   皮  
     リハ 循   リウ
     他   
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 3234551,920,2 医療法人　林田胃腸科〒820-0068 0948-22-8656医療法人林田胃腸科医林田　昌之 平元. 4. 1内   胃   放  診療所
     医院 福岡県飯塚市片島２丁目５－４ 常　勤:    1院　理事長　林田　汎 現存
     (医       1)史 平28. 4. 1
     非常勤:    1
     (医       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 3235551,922,8 医療法人　鯰田診療所〒820-0001 0948-22-5647医療法人　鯰田診療所中嶋　文行 平元. 6. 1一般         7診療所
     福岡県飯塚市鯰田５９３番地 常　勤:    2　理事長　中嶋　文行 療養        12現存
     (医       2) 平28. 6. 1内   循   
     非常勤:    2
     (医       2)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 3236551,923,6 医療法人　田代医院 〒820-0040 0948-22-2748医療法人　田代医院　田代　研児 平元.11. 1皮   診療所
     福岡県飯塚市吉原町２－１８ 常　勤:    1理事長　田代　研児 現存
     (医       1) 平28.11. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 3237551,924,4 医療法人　金澤整形外〒820-0066 25-1777 医療法人　金澤整形外金澤　武利 平 2. 1. 1整外 リハ 診療所
     科クリニック 福岡県飯塚市幸袋４９８番地１ 常　勤:    2科クリニック　理事長 現存
     (医       2)　金澤　三千利 平29. 1. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 3238551,926,9 丸野クリニック 〒820-0003 0948-25-0188医療法人　陽山会　理丸野　陽一 平 5. 5. 1精   心内 診療所
     福岡県飯塚市立岩１３０８番地１常　勤:    2事長　丸野　陽一 移動 現存
     ２ (医       2) 平29. 5. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 3239551,927,7 医療法人　林医院 〒820-0052 0948-22-5333医療法人　林医院　理林　俊治 平 3. 8. 1内   呼   胃  診療所
     福岡県飯塚市相田２６２番地３ 常　勤:    1事長　林　俊治 小   現存
     (医       1) 平24. 8. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 3240551,928,5 医療法人　松岡産婦人〒820-0041 0948-24-7963医療法人　松岡産婦人松岡　良任 平 3. 9. 1一般         5診療所
     科医院 福岡県飯塚市飯塚１０－１０ 常　勤:    1科医院　理事長　松岡 産   婦   現存
     (医       1)　良任 平24. 9. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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 3241551,931,9 医療法人　弥永内科小〒820-0001 0948-24-8680医療法人　弥永内科小彌永　保秀 平 4. 8. 1内   胃   小  診療所
     児科医院 福岡県飯塚市鯰田２５１７番地２常　勤:    1児科医院　理事長　彌 現存
     ０１ (医       1)永　保秀 平28. 8. 1
     非常勤:    2
     (医       2)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 3242551,932,7 医療法人　大庭クリニ〒820-0053 0948-29-0006医療法人　大庭クリニ大庭　憲邦 平 5. 2. 1内   耳い 診療所
     ック 福岡県飯塚市伊岐須２９８番地１常　勤:    2ック　理事長　大庭　 現存
     ０ (医       2)憲邦 平29. 2. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 3243551,933,5 医療法人　西原内科消〒820-0004 0948-25-0070医療法人　西原内科消西原　秀一郎 平 5. 3. 1一般    診療所
     化器科クリニック 福岡県飯塚市新立岩４－１０ 常　勤:    1化器科クリニック　理 内   消   循  現存
     (医       1)事長　西原　秀一郎 平29. 3. 1
     非常勤:    1
     (医       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 3244551,935,0 医療法人　雅紀会　前〒820-0017 0948-22-3390医療法人　雅紀会　前前田　勝規 平 6. 7. 1外   皮   診療所
     田医院 福岡県飯塚市菰田西２－４－１３常　勤:    1田医院　理事長　前田 組織変更 休止
     (医       1)　勝規 平12. 7. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 3245551,936,8 医療法人　田中クリニ〒820-0042 0948-22-3280医療法人　田中クリニ田中　康一 平 6. 9. 1一般        14診療所
     ック 福岡県飯塚市本町１７－１２ 常　勤:    4ック　理事長　田中康 組織変更 産   婦   現存
     (医       4)一 平24. 9. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 3246551,937,6 医療法人　中武内科ク〒820-0040 0948-22-1471医療法人　中武内科ク中武　幸一 平 6.12. 1内   消   循  診療所
     リニック 福岡県飯塚市吉原町１－２０ 常　勤:    1リニック　理事長　中 組織変更 リハ 現存
     (医       1)武　幸一 平27.12. 1
     非常勤:    2
     (医       2)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 3247551,938,4 医療法人　大庭医院 〒820-0041 0948-22-1009医療法人　大庭医院　大庭　博邦 平 7. 8. 1一般        19診療所
     福岡県飯塚市飯塚１８－２７ 常　勤:    2理事長　大庭　博邦 組織変更 内   小   循  現存
     (医       2) 平28. 8. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 3248551,939,2 医療法人　樋口医院 〒820-0044 0948-22-1274医療法人　樋口医院　樋口　誠司 平 7. 8. 1内   小   循  診療所
     福岡県飯塚市横田８３８番地 常　勤:    2理事長　樋口　誠司 組織変更 現存
     (医       2) 平28. 8. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 3249551,940,0 医療法人　中武眼科ク〒820-0043 0948-22-8082医療法人　中武眼科ク中武　純二 平 7. 9. 1眼   診療所
     リニック 福岡県飯塚市西町２－１１ 常　勤:    3リニック　理事長　中 組織変更 現存
     (医       3)武　純二 平28. 9. 1
     非常勤:   13
     (医      13)
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 3250551,941,8 医療法人　梶原内科医〒820-0012 0948-23-5563医療法人　梶原内科医梶原　健伯 平 8. 1. 1一般 診療所
     院 福岡県飯塚市下三緒３５番地６６常　勤:    1院　理事長　梶原　健 組織変更     一般    17現存
     ４ (医       1)伯 平29. 1. 1療養
     非常勤:    2     療養     2
     (医       2) 内   胃   他  
     小   放   リハ
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 3251551,942,6 医療法人　かやの森皮〒820-0011 0948-21-0370医療法人　かやの森皮佐野　幸仁 平 8. 5. 1皮   診療所
     膚クリニック 福岡県飯塚市柏の森４３２番地５常　勤:    1膚クリニック　理事長 組織変更 現存
     (医       1)　佐野　幸仁 平29. 5. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 3252551,943,4 医療法人　中野医院 〒820-0005 0948-22-3283医療法人　中野医院　中野　逸郎 平 9. 1. 1一般        15診療所
     福岡県飯塚市新飯塚５番７号 常　勤:    2理事長　中野　逸郎 組織変更 内   消   現存
     (医       2) 平30. 1. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 3253551,944,2 医療法人　永和会　末〒820-0066 0948-22-3315医療法人　永和会　理橋本　彰二 平 9. 1. 1療養        58病院
     永病院 福岡県飯塚市幸袋１２４番地１ 常　勤:    1事長　橋本　彰二 組織変更 整外 内   外  現存
     (医       1) 平30. 1. 1循   胃   リハ
     非常勤:   19
     (医      19)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 3254551,945,9 医療法人　越智外科胃〒820-0011 0948-22-9081医療法人　越智外科胃越智　拓生 平 9. 1. 1一般        19診療所
     腸科医院 福岡県飯塚市柏の森６１８番地 常　勤:    1腸科医院　理事長　越 組織変更 外   胃   内  現存
     (医       1)智　拓生 平30. 1. 1整外 放   こう
     非常勤:    2 麻   
     (医       2)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 3255551,947,5 心のクリニック・飯塚〒820-0017 0948-24-1515医療法人社団豊永会　鶴田　竜之介 平 9.10. 1精   神   心内診療所
     福岡県飯塚市菰田西２丁目５番３常　勤:    2理事長　豊永　武一郎 新規 現存
     ４号　 (医       2) 平24.10. 1
     非常勤:    8
     (医       8)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 3256551,949,1 医療法人　下津眼科医〒820-0016 0948-22-2221医療法人　下津眼科医下津　一秀 平10. 4. 1眼   診療所
     院 福岡県飯塚市菰田東２丁目３番３常　勤:    2院　理事長　下津　一 組織変更 現存
     ０号 (医       2)秀 平28. 4. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 3257551,950,9 医療法人向陽会　西田〒820-0013 0948-24-8555医療法人　向陽会　理西田　雅弘 平10. 4. 1一般    診療所
     内科クリニック 福岡県飯塚市上三緒８８９番地１常　勤:    2事長　西田　雅弘 組織変更 内   循   現存
     (医       2) 平28. 4. 1
     非常勤:    1
     (医       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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 3258551,952,5 医療法人　たかた皮ふ〒820-0017 0948-21-3345医療法人　たかた皮ふ髙田　一郎 平13. 3. 1皮   診療所
     科医院 福岡県飯塚市菰田西１丁目５－４常　勤:    1科医院　理事長　髙田 移動 現存
     (医       1)　一郎 平25. 3. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 3259551,953,3 医療法人　田中耳鼻咽〒820-0041 0948-29-8474医療法人　田中耳鼻咽田中　晃 平12.12. 1耳い 診療所
     喉科医院 福岡県飯塚市飯塚６－１ 常　勤:    1喉科医院　理事長　田 組織変更 現存
     (医       1)中　晃 平24.12. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 3260551,954,1 児嶋病院 〒820-0045 0948-22-1498医療法人洗心会　理事兒嶋　良太 平30. 5. 1一般        44病院
     飯塚市花瀬８７番地１ 常　勤:    3長　兒嶋　良太 移動 内   外   脳外現存
     (医       3) 平30. 5. 1胃   こう リウ
     非常勤:   18 リハ 循   他  
     (医      18)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 3261551,955,8 医療法人アガペ　こど〒820-0044 0948-26-6650医療法人アガペ　理事森田　潤 平14. 4. 1小   内   診療所
     もクリニックもりた 福岡県飯塚市横田６４９番地１０常　勤:    1長　森田　潤 組織変更 現存
     (医       1) 平26. 4. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 3262551,956,6 医療法人産婦人科・麻〒820-0017 0948-22-2347医療法人産婦人科・麻須藤　賢次 平15. 4. 1一般        11診療所
     酔科すどうクリニック福岡県飯塚市菰田西１丁目４番２常　勤:    2酔科すどうクリニック 組織変更 産婦 麻   現存
     ２号 (医       2)　理事長　須藤　賢次 平27. 4. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 3263551,957,4 医療法人さんご会　み〒820-0017 0948-23-0578医療法人さんご会　理宮嶋　宏之 平15. 4. 1内   小   呼内診療所
     やじま内科・呼吸器内福岡県飯塚市菰田西２丁目３番５常　勤:    2事長　藤井　謙英 組織変更 アレ 現存
     科クリニック ２号 (医       2) 平27. 4. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 3264551,958,2 岡眼科日帰り手術クリ〒820-0067 0948-22-5155医療法人先進会　理事岡　義隆 平16. 1. 1眼   診療所
     ニック 福岡県飯塚市川津３６４番地２ 常　勤:    5長　岡　義隆 組織変更 現存
     (医       5) 平28. 1. 1
     非常勤:    1
     (医       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 3265551,959,0 新飯塚診療所 〒820-0011 0948-22-2680公益社団法人福岡医療澤田　芳雄 平16. 4. 1内   小   診療所
     福岡県飯塚市柏の森９４６－６ 常　勤:    5団　代表理事　舟越　 交代 現存
     (医       5)光彦 平28. 4. 1
     非常勤:    8
     (医       8)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 3266551,961,6 福岡県済生会飯塚嘉穂〒820-0076 0948-22-3740社会福祉法人　恩賜財迫　康博 平19. 4. 1一般       197病院
     病院 福岡県飯塚市太郎丸２６５番地 常　勤:   35団　済生会　支部長　 交代 内   呼内 リウ現存
     (医      35)金納　文彦 平25. 4. 1消   外   眼  
     非常勤:   12 放   リハ 整外
     (医      12) 循   心内 皮  
     神内 精   
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 3267551,962,4 医療法人裕和会　おお〒820-0067 0948-25-3331医療法人裕和会　おお大藪　裕司 平19. 5. 1一般 診療所
     やぶクリニック 福岡県飯塚市川津２０８番地２ 常　勤:    1やぶクリニック　理事 組織変更     一般    19現存
     (医       1)長　大藪　裕司 平25. 5. 1ひ   
     非常勤:    3
     (医       3)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 3268551,963,2 松口循環器科・内科医〒820-0074 0948-26-0800医療法人　楽生会　理松口　武行 平19. 5. 1循   内   診療所
     院 福岡県飯塚市楽市１３１番地１ 常　勤:    2事長　松口　武行 組織変更 現存
     (医       2) 平25. 5. 1
     非常勤:    6
     (医       6)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 3269551,964,0 医療法人　ひじい小児〒820-0067 0948-21-6661医療法人　ひじい小児肘井　孝之 平19. 6. 1小   アレ 診療所
     科クリニック 福岡県飯塚市川津字舞ノ浦８４番常　勤:    1科クリニック　理事長 組織変更 現存
     地１ (医       1)　肘井　孝之 平25. 6. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 3270551,965,7 医療法人　千手医院 〒820-0043 0948-22-3363医療法人千手医院　理千手　昭司 平30. 4.16内   呼   小  診療所
     飯塚市西町４番３８号 常　勤:    1事長　千手　昭司 移動 現存
     (医       1) 平30. 4.16
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 3271551,967,3 泌尿器科Ｃ．Ｕ．クリ〒820-0067 0948-23-1249医療法人　想医会　理江本　純 平23.10. 1一般 診療所
     ニック 福岡県飯塚市川津４０５－１ 常　勤:    2事長　江本　純 移動     一般    11現存
     (医       2) 平29.10. 1ひ   内   
     非常勤:    2
     (医       2)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 3272551,968,1 頴田病院 〒820-1114 09496-2-2131医療法人博愛会　理事本田　宜久 平20. 4. 1一般        60病院
     福岡県飯塚市口原１０６１番地１常　勤:   14長　岡松　秀一 交代 療養        36療養病床
     (医      14) 平26. 4. 1内   外   整外現存
     非常勤:   31 小   耳い 眼  
     (医      30) リハ 婦   
     (薬       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 3273551,969,9 飯塚市立病院 〒820-0088 0948-22-2980飯塚市　飯塚市長　片武冨　章 平20. 4. 1一般       250病院
     福岡県飯塚市弁分６３３－１ 常　勤:   40峯　誠 交代 内   神内 小  現存
     (医      36) 平26. 4. 1外   整外 脳外
     (薬       4) 呼外 皮   ひ  
     非常勤:   67 眼   耳い リハ
     (医      67) 放   麻   
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 3274551,970,7 なかおクリニック 〒820-0070 0948-21-5755医療法人　清祥会　理中尾　哲二 平22. 7. 1外   胃   消  診療所
     福岡県飯塚市堀池２５４番地１ 常　勤:    1事長　中尾　哲二 組織変更 こう リハ 現存
     (医       1) 平28. 7. 1
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 3275551,971,5 医療法人　福豊会　豊〒820-0040 0948-22-5423医療法人　福豊会　理豊永　敬之 平26. 6. 1胃   こう 診療所
     永医院 福岡県飯塚市吉原町１番９号 常　勤:    1事長　豊永　敬之 組織変更 現存
     (医       1) 平26. 6. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 3276552,146,3 武富内科医院 〒820-0041 2-6924 武富　弘行 武富　弘行 昭53.12. 1内   胃   小  診療所
     福岡県飯塚市飯塚１０番２２号 常　勤:    2 現存
     (医       2) 平29.12. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 3277552,165,3 角田整形外科医院 〒820-0040 09482-9-2633角田　信昭 角田　信昭 昭58. 5. 1一般        19診療所
     福岡県飯塚市吉原町１－８ 常　勤:    2 整外 リハ 現存
     (医       2) 平28. 5. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 3278552,182,8 永山小児科医院 〒820-0031 0948-22-0774永山　清高 永山　清高 昭62. 2.23小   診療所
     福岡県飯塚市西徳前９の２４ 常　勤:    1 現存
     (医       1) 平29. 2. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 3279552,192,7 矢山医院 〒820-0043 0948-22-3443矢山　良輔 矢山　良輔 平 5.11. 1耳い 診療所
     福岡県飯塚市西町１８２７－４１常　勤:    1 移動 現存
     (医       1) 平23.11. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 3280552,194,3 まつなり医院 〒820-0051 0948-22-0643松成　重之 松成　重之 平 5.10. 1内   小   呼  診療所
     福岡県飯塚市庄司３６番地５ 常　勤:    1 移動 リハ 現存
     (医       1) 平29.10. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 3281552,915,1 飯塚急患センター 〒820-0040 0948-24-3399飯塚市長　片峯　誠 林田　汎史 平27. 8. 1内   小   診療所
     福岡県飯塚市吉原町１番１号 常　勤:    1 移動 現存
     (医       1) 平27. 8. 1
     非常勤:    3
     (医       1)
     (薬       2)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 3282552,921,9 医療法人　佐藤眼科医〒820-0005 0948-22-1292医療法人　佐藤眼科医佐藤　徳明 平 9. 3. 3眼   診療所
     院 福岡県飯塚市新飯塚６ー２１ 常　勤:    2院　理事長　佐藤　徳 移動 現存
     (医       2)明 平30. 3. 3
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 3283552,934,2 医療法人　白水医院 〒820-0001 0948-24-7633医療法人　白水医院　白水　正秀 平 5. 8. 1内   小   リハ診療所
     福岡県飯塚市鯰田２３６０番地 常　勤:    1理事長　白水　正秀 組織変更 現存
     (医       1) 平23. 8. 1
     非常勤:    1
     (医       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 3284561,119,9 滝井医院 〒826-0042 45-0616 瀧井　宏隆 瀧井　宏隆 昭54. 6. 1内   小   診療所
     福岡県田川市大字川宮７３８－５常　勤:    1 現存
     (医       1) 平24. 9. 1
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 3285561,120,7 倉員医院 〒825-0018 0947-42-1045倉員　健一 倉員　健一 昭55. 2. 1一般        12診療所
     福岡県田川市番田町１－３９ 常　勤:    3 眼   現存
     (医       3) 平28. 2. 1
     非常勤:    2
     (医       2)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 3286561,125,6 秋吉整形外科医院 〒826-0026 0947-44-0032秋吉　一明 秋吉　一明 昭61. 5. 1整外 リハ リウ診療所
     福岡県田川市春日町２－４ 常　勤:    1 現存
     (医       1) 平28. 5. 1
     非常勤:    2
     (医       2)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 3287561,133,0 森戸眼科医院 〒825-0002 0947-42-3121森戸　克祝 森戸　克祝 平 3. 7. 1一般    診療所
     福岡県田川市大字伊田字幸田３５常　勤:    1 眼   現存
     １０－３ (医       1) 平24. 7. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 3288561,139,7 福井クリニック 〒826-0022 0947-44-0065福井　チナミ 福井　チナミ 平 7. 4.12一般        18診療所
     福岡県田川市本町１４－２９ 常　勤:    1 交代 内   胃   消  現存
     (医       1) 平28. 4.12
     非常勤:    6
     (医       6)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 3289561,141,3 荒牧医院 〒826-0044 0947-44-0269荒牧　保幸 荒牧　保幸 平 9. 9. 3一般         7診療所
     福岡県田川市大字位登１８４番地常　勤:    1 交代 療養        12現存
     (医       1) 平24. 9. 3内   小   
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 3290561,146,2 しらとりクリニック 〒825-0002 0947-45-1770原田　正則 原田　正則 平16. 3.22整外 リハ 診療所
     福岡県田川市伊田２５８８－５ 常　勤:    1 移動 現存
     (医       1) 平22. 3.22
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 3291561,149,6 耳鼻咽喉科髙瀬医院 〒825-0014 0947-42-1001髙瀬　武一郎 髙瀬　武一郎 平19.11. 1耳い 気食 診療所
     福岡県田川市魚町９－１ 常　勤:    1 交代 現存
     (医       1) 平25.11. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 3292561,150,4 植田皮膚科クリニック〒826-0042 0947-42-4112植田　代三 植田　代三 平20. 4. 1皮   診療所
     福岡県田川市川宮７６０－７ 常　勤:    1 新規 現存
     (医       1) 平26. 4. 1
     非常勤:    1
     (医       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 3293561,152,0 しらかわクリニック 〒826-0043 0947-45-3111白川　一幸 白川　一幸 平22. 4. 1内   循   診療所
     福岡県田川市大字奈良２６１－１常　勤:    2 新規 現存
     (医       1) 平28. 4. 1
     (薬       1)
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 3294561,153,8 佐竹眼科クリニック 〒826-0043 0947-46-2424医療法人　佐竹眼科ク佐竹　義彦 平23. 1. 1眼   診療所
     福岡県田川市大字奈良２６８－１常　勤:    1リニック　理事長　佐 組織変更 現存
     (医       1)竹　義彦 平29. 1. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 3295561,156,1 医療法人鷹ノ羽会　村〒825-0014 0947-44-2828医療法人　鷹ノ羽会　村上　秀孝 平25. 4. 1一般 病院
     上外科病院 福岡県田川市魚町１２番５号 常　勤:    7理事長　村上　直秀 組織変更     一般    60現存
     (医       6) 平25. 4. 1内   外   整外
     (薬       1) 脳外 リハ 放  
     非常勤:   30 胃   こう 麻  
     (医      30)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 3296561,157,9 原クリニック 〒826-0041 0947-44-1133原　靖 原　靖 平26. 7.14外   診療所
     福岡県田川市大字弓削田１１６５常　勤:    1 移動 現存
     －１ (医       1) 平26. 7.14
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 3297561,158,7 こうざきクリニック 〒825-0002 0947-49-1152医療法人こうざきクリ神﨑　眞一 平25.12. 1内   消   診療所
     福岡県田川市大字伊田５００５番常　勤:    1ニック　理事長　神崎 組織変更 現存
     地５ (医       1)　眞一 平25.12. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 3298561,160,3 みずき内科クリニック〒825-0005 0947-85-9078医療法人　みずき内科水城　恒隆 平27. 4. 1内   循   呼内診療所
     福岡県田川市大字糒１７００番３常　勤:    1クリニック　理事長　 組織変更 現存
     ３８ (医       1)水城　恒隆 平27. 4. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 3299561,161,1 かじ内科クリニック 〒826-0023 0947-44-0213加治　亮平 加治　亮平 平27. 6. 1内   胃   呼内診療所
     福岡県田川市上本町７－７ 常　勤:    2 新規 現存
     (医       2) 平27. 6. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 3300561,162,9 村田医院 〒825-0002 0947-42-1028村田　敏晃 村田　敏晃 平27. 5.23内   診療所
     福岡県田川市大字伊田３６３４番常　勤:    1 交代 現存
     地 (医       1) 平27. 5.23
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 3301561,164,5 松尾ファミリークリニ〒825-0002 0947-47-1515松尾　俊哉 松尾　俊哉 平28. 7. 1内   小   診療所
     ック 福岡県田川市伊田４５４７－９ 常　勤:    1 新規 現存
     (医       1) 平28. 7. 1
     非常勤:    1
     (医       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 3302561,165,2 岡部内科循環器内科 〒826-0032 0947-42-1349医療法人浩心会　理事岡部　浩司 平28.12. 1一般        14診療所
     田川市平松町１３番６号 常　勤:    1長　岡部　浩司 組織変更 療養         5現存
     (医       1) 平28.12. 1内   循   小  
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 3303561,166,0 森田外科医院 〒825-0002 0947-42-6222森田　真 森田　真 平29.10.29外   胃   整外診療所
     田川市大字伊田４５１４－１ 常　勤:    1 交代 こう 現存
     (医       1) 平29.10.29
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 3304561,167,8 ひだまりクリニック 〒825-0005 0947-85-9765医療法人社団ＮＹＣ　鬼木　秀幸 平30. 2. 1内   整外 診療所
     田川市大字糒８２４番地２０ 常　勤:    1理事長　吉田　信一 交代 現存
     (医       1) 平30. 2. 1
     非常勤:    4
     (医       4)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 3305561,902,8 医療法人和光会　一本〒825-0004 0947-44-2150医療法人　和光会　理林田　隆晴 昭55. 5. 1一般        44病院
     松すずかけ病院 福岡県田川市大字夏吉１４２ 常　勤:   14事長　林田　隆晴 精神       390現存
     (医      14) 平28. 5. 1内   精   神内
     非常勤:   38 循   心内 リハ
     (医      38)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 3306561,905,1 社会保険田川病院 〒826-0023 0947-44-0460一般社団法人福岡県社田中　裕穂 昭53. 7. 1一般       300病院
     (563,077,3) 福岡県田川市上本町１０－１８ 常　勤:   40会保険医療協会　会長 療養        35現存
     (医      38)　吉村　恭幸 平29. 7. 1内   呼内 消  
     (歯       2) 循   小   外  
     非常勤:   44 整外 形外 脳外
     (医      42) 小外 皮   ひ  
     (歯       2) 産   婦   眼  
     耳い リハ 麻  
     歯外 放   精  
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 3307561,914,3 福岡県田川保健所 〒825-0002 0947-42-9311福岡県知事　小川　洋中村　泰久 昭52.11. 1内   小   診療所
     福岡県田川市大字伊田字松原通り常　勤:    7 現存
     ３２９４－１３ (医       7) 平28.11. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 3308561,917,6 医療法人社団　重藤内〒825-0002 0947-44-1208医療法人社団　重藤内重藤　史行 昭63. 2. 1内   呼   消  診療所
     科医院 福岡県田川市大字伊田３５１０の常　勤:    1科医院　理事長　重藤 循   現存
     ２ (医       1)　史行 平30. 2. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 3309561,918,4 医療法人恭和会　後野〒825-0004 0947-44-0399医療法人恭和会　理事後野　嘉秀 昭63. 2. 1内   胃   小  診療所
     医院 福岡県田川市大字夏吉２６２の７常　勤:    2長　後野　嘉宏 消   現存
     (医       2) 平30. 2. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 3310561,922,6 医療法人　田中内科医〒825-0014 0947-44-5130医療法人　田中内科医田中　英介 平元. 6. 1内   診療所
     院 福岡県田川市魚町４－１１ 常　勤:    2院　理事長　田中　正 現存
     (医       2)英 平24. 9. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 3311561,923,4 医療法人　吉峯医院 〒825-0016 0947-44-7364医療法人　吉峯医院　吉峯　晃一 平元. 9. 1耳い 診療所
     福岡県田川市新町２４－２４ 常　勤:    1理事長　吉峯　晃一 現存
     (医       1) 平28. 9. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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 3312561,930,9 医療法人　中富内科医〒826-0041 0947-44-0552医療法人　中富内科医中富　康夫 平 3. 2. 1一般        19診療所
     院 福岡県田川市大字弓削田２１９－常　勤:    1院　理事長　中富　康 内   神内 循  現存
     １ (医       1)夫 平30. 2. 1小   
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 3313561,932,5 医療法人　金子皮膚科〒826-0022 42-2153 医療法人　金子皮膚科金子　保幸 平 3. 8. 1皮   ひ   診療所
     泌尿器科医院 福岡県田川市本町１２－１７ 常　勤:    1泌尿器科医院　理事長 現存
     (医       1)　金子　保幸 平24. 8. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 3314561,933,3 医療法人　木村クリニ〒826-0042 0947-42-2342医療法人木村クリニッ木村　祐三 平 4. 5. 1内   歯   矯歯診療所
     (563,807,3) ック川宮医院 福岡県田川市大字川宮５３５番の常　勤:    2ク　理事長　木村　耕 小歯 現存
     １ (医       1)三 平28. 5. 1
     (歯       1)
     非常勤:    3
     (医       2)
     (歯       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 3315561,934,1 医療法人　木村眼科医〒826-0021 0947-44-6103医療法人　木村眼科医木村　修 平 7. 7. 1一般         4診療所
     院 福岡県田川市桜町１３－１１ 常　勤:    1院　理事長　木村　修 組織変更 眼   現存
     (医       1) 平28. 7. 1
     非常勤:    2
     (医       2)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 3316561,935,8 医療法人　百武医院 〒825-0001 0947-42-9100医療法人　百武医院　百武　宏幸 平13.12. 1ひ   内   診療所
     福岡県田川市大字伊加利２１９５常　勤:    2理事長　百武　宏幸 移動 現存
     番地２６ (医       2) 平25.12. 1
     非常勤:    4
     (医       4)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 3317561,936,6 医療法人　佐々木整形〒826-0022 0947-42-1235医療法人　佐々木整形佐々木　信 平 9. 1. 1整外 外   リハ診療所
     外科医院 福岡県田川市本町９ー２７ 常　勤:    1外科医院　理事長　佐 組織変更 皮   ひ   こう現存
     (医       1)々木　信 平30. 1. 1リウ 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 3318561,937,4 医療法人　月脚医院 〒826-0021 0947-42-6104医療法人　月脚医院　月脚　靖彦 平 9. 5. 1ひ   皮   内  診療所
     福岡県田川市桜町１５番１０号 常　勤:    2理事長　月脚　克彦 組織変更 現存
     (医       2) 平30. 5. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 3319561,938,2 医療法人たなかのぶお〒826-0027 0947-42-6010医療法人たなかのぶお田中　信夫 平 9.12. 1小   診療所
     小児科医院 福岡県田川市宮尾町５番１５号 常　勤:    1小児科医院　理事長　 組織変更 現存
     (医       1)田中　信夫 平27.12. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 3320561,940,8 医療法人　くわの内科〒825-0002 0947-47-1114医療法人　くわの内科桑野　和則 平12. 7. 1内   循   小  診療所
     ・小児科医院 福岡県田川市大字伊田２７１４番常　勤:    2・小児科医院　理事長 組織変更 リハ 現存
     地の８ (医       2)　桑野　和則 平24. 7. 1
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 3321561,941,6 みた医院 〒825-0012 0947-46-2393医療法人　箕田整形外箕田　政人 平12.12. 1整外 リウ リハ診療所
     福岡県田川市日の出町９番２２号常　勤:    2科医院　理事長　箕田 組織変更 内   現存
     (医       2)　政人 平24.12. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 3322561,942,4 見立病院 〒826-0041 0947-44-0924医療法人　昌和会　理林田　憲昌 平14. 2. 1精神       363病院
     福岡県田川市大字弓削田３２３７常　勤:    9事長　林田　憲昌 交代 精   神内 内  現存
     (医       9) 平26. 2. 1リハ 心内 
     非常勤:   20
     (医      20)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 3323561,943,2 社会福祉法人柏芳会　〒825-0004 0947-44-0690社会福祉法人　柏芳会光永　 宏 平14. 3. 1一般        30病院
     田川新生病院 福岡県田川市大字夏吉３６３８番常　勤:    4記念福祉事業会　理事 交代 療養        60現存
     地 (医       4)長　安藤　廣美 平26. 3. 1内   胃   神内
     非常勤:   39 呼   整外 リハ
     (医      37) 皮   ひ   リウ
     (薬       2) 形外 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 3324561,944,0 田川診療所 〒825-0016 0947-42-8403公益社団法人福岡医療鮫島　博人 平16. 4. 1小   内   診療所
     福岡県田川市新町１１－１５ 常　勤:    6団　代表理事　舟越　 交代 現存
     (医       6)光彦 平28. 4. 1
     非常勤:    3
     (医       3)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 3325561,945,7 医療法人　ささきこど〒826-0042 0947-42-2526医療法人　ささきこど佐々木　宏和 平17.12. 1小   内   アレ診療所
     もクリニック 福岡県田川市大字川宮９４０番地常　勤:    1もクリニック　理事長 組織変更 現存
     の８ (医       1)　佐々木　宏和 平29.12. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 3326561,946,5 医療法人　中山内科消〒826-0042 0947-44-1843医療法人中山内科消化中山　雅文 平19. 1. 1内   消   診療所
     化器科医院 福岡県田川市大字川宮１４７８番常　勤:    1器科医院　理事長　中 組織変更 現存
     地の８ (医       1)山　雅文 平25. 1. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 3327561,947,3 医療法人　弓削クリニ〒826-0032 0947-42-0789医療法人　弓削クリニ弓削　啓仁 平19. 7. 1一般 診療所
     ック 福岡県田川市平松町９番３９号 常　勤:    1ック　理事長　弓削　 組織変更     一般    13療養病床
     (医       1)啓仁 平25. 7. 1療養 現存
         療養     6
     外   消   こう
     リハ 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 3328561,948,1 大法山病院 〒826-0045 0947-42-1929医療法人社団敬信会　田中　久淳 平19. 9. 1精神       460病院
     福岡県田川市大字猪国６９０ 常　勤:   10理事長　田中　久淳 組織変更 精   心内 内  現存
     (医       8) 平25. 9. 1循   消   リハ
     (薬       2)
     非常勤:   20
     (医      20)
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 3329561,949,9 医療法人田中医院 〒826-0026 0947-42-0112医療法人田中医院　理田中　恭武 平19.11. 1一般         7診療所
     福岡県田川市春日町１番７号 常　勤:    1事長　田中　恭武 組織変更 療養         4療養病床
     (医       1) 平25.11. 1その他       8現存
     外   皮   
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 3330561,950,7 梅野ＥＮＴクリニック〒826-0027 0947-42-1187医療法人祐仁会　理事梅野　祐芳 平19.12. 1耳い 診療所
     福岡県田川市宮尾町４－１２ 常　勤:    1長　梅野　祐芳 組織変更 現存
     (医       1) 平25.12. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 3331561,951,5 藤下医院 〒826-0043 0947-46-4700医療法人　藤下医院　藤下　敏 平23. 1. 1内   神内 リハ診療所
     福岡県田川市大字奈良１５８７番常　勤:    1理事長　藤下　敏 組織変更 現存
     地９２ (医       1) 平29. 1. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 3332562,118,0 岩崎皮膚科医院 〒825-0018 0947-44-0220岩崎　範理 岩崎　範理 平 5.12. 1皮   診療所
     福岡県田川市番田町４－２０ 常　勤:    1 移動 現存
     (医       1) 平29.12. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 3333562,910,0 田川地区急患センター〒825-0002 0947-45-7199田川市　田川市長　二桑野　和則 平18. 4. 1内   小   外  診療所
     福岡県田川市大字伊田２７３５番常　勤:    4場　公人 移動 現存
     地の１１ (医       4) 平30. 4. 1
     非常勤:   60
     (医      42)
     (薬      18)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 3334562,911,8 田川市立病院 〒825-8567 0947-44-2100田川市長　二場　公人齋藤　貴生 平11. 1.27一般       334総合病院
     (563,911,3) 福岡県田川市大字糒１７００番地常　勤:   38 移動 一般（感染） 現存
     の２ (医      35) 平29. 1.27             8
     (歯       3) 内   神内 循  
     非常勤:   81 消   精   小  
     (医      80) 外   呼外 整外
     (歯       1) 形外 皮   ひ  
     産婦 眼   耳い
     リハ 放   麻  
     救命 歯   歯外
     腎臓内科　糖尿
     病内分泌内科　
     緩和ケア内科
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 3335562,913,4 田川市立病院附属猪位〒826-0044 0947-44-2000田川市長　二場　公人河村　康司 昭61. 2.13内   診療所
     金診療所 福岡県田川市大字位登３３９－１常　勤:    2 休止
     (医       2) 平28. 2. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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 3336562,924,1 小林皮ふ科 〒825-0012 0947-45-1930医療法人小林医院　理小林　真二 平元. 9. 1皮   診療所
     福岡県田川市日の出町５－６ 常　勤:    1事長　小林　真二 現存
     (医       1) 平28. 9. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 3337562,925,8 医療法人　田中医院 〒826-0041 0947-45-0347医療法人　田中医院　田中　信平 平 5. 5. 1内   小   診療所
     福岡県田川市大字弓削田３１４１常　勤:    2理事長　田中　信平 移動 現存
     －１ (医       2) 平29. 5. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 3338562,929,0 医療法人　金子内科医〒825-0016 0947-42-1587医療法人　金子内科医金子　和敬 平 2.11. 1内   診療所
     院 福岡県田川市新町２５－１ 常　勤:    1院　理事長　金子　和 現存
     (医       1)敬 平29.11. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 3339571,031,4 佐谷医院 〒820-0501 0948-62-2154佐谷　博俊 佐谷　博俊 昭62. 7. 1外   内   胃  診療所
     福岡県嘉麻市飯田１番地２ 常　勤:    1 現存
     (医       1) 平29. 7. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 3340571,032,2 大森外科医院 〒820-0201 0948-42-0606大森　聖也 大森　聖也 平 4. 4. 9一般        19診療所
     福岡県嘉麻市漆生１５７９番地１ 外   整外 こう現存
     平28. 4. 9リハ 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 3341571,033,0 いわみ眼科 〒820-0206 0948-42-1618岩見　裕子 岩見　裕子 平 5. 5. 1眼   診療所
     福岡県嘉麻市鴨生１７番地１ 常　勤:    1 現存
     (医       1) 平23. 5. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 3342571,034,8 有松病院 〒820-0206 0948-42-1108有松　直 有松　直 平 9. 8. 1一般 病院
     福岡県嘉麻市鴨生８２４番地 常　勤:    2 交代     一般    40現存
     (医       2) 平24. 8. 1産婦 内   小  
     非常勤:    9
     (医       9)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 3343571,035,5 國医院 〒820-0501 0948-62-2074 國　裕文 國　裕文 平11. 3. 3小   内   アレ診療所
     福岡県嘉麻市飯田１５７番地 常　勤:    1 交代 現存
     (医       1) 平29. 3. 3
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 3344571,036,3 大塚内科クリニック 〒820-0504 0948-62-5757大塚　輝久 大塚　輝久 平16. 4. 1内   小   リハ診療所
     福岡県嘉麻市下臼井１０８２番地常　勤:    1 新規 循   消   現存
     １１５ (医       1) 平28. 4. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 3345571,038,9 菊原内科クリニック 〒820-0206 0948-43-1005菊原　浩之 菊原　浩之 平19. 7. 1内   胃   外  診療所
     福岡県嘉麻市鴨生９４番地２９ 常　勤:    1 新規 整外 現存
     (医       1) 平25. 7. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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 3346571,040,5 かわくぼクリニック胃〒820-0502 0948-62-5002医療法人メディキュア川久保　啓司 平21. 4. 1内   胃   診療所
     腸内科 福岡県嘉麻市上臼井３２２－１ 常　勤:    1　理事長　川久保　啓 組織変更 現存
     (医       1)司 平27. 4. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 3347571,041,3 愛恵医院 〒820-0206 0948-42-1248医療法人新緑会　理事田代　泰信 平29. 2. 1一般 診療所
     嘉麻市鴨生２２２番地 常　勤:    1長　田代　泰信 組織変更     一般    19現存
     (医       1) 平29. 2. 1内   整外 リハ
     非常勤:    1 消   
     (医       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 3348571,042,1 吉原医院 〒820-0302 0948-57-0355藤木　健弘 藤木　健弘 平30. 1.21一般         8診療所
     嘉麻市大隈町１１１８番地３ 常　勤:    1 交代 療養        11現存
     (医       1) 平30. 1.21内   リハ 外  
     非常勤:    1 胃   こう 
     (医       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 3349571,901,8 嘉麻赤十字病院 〒821-0012 0948-52-0861日本赤十字社　社長　今川　英二 昭53. 7. 1一般       142病院
     福岡県嘉麻市上山田１２３７番地常　勤:   14近衞　忠煇 内   消   外  現存
     (医      14) 平30. 2. 1整外 小   耳い
     非常勤:   67 眼   ひ   リハ
     (医      67) 放   精   
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 3350571,911,7 松岡病院 〒821-0012 0948-52-1105医療法人社団　筑山会松岡　嘉宣 昭55.12.10療養        42病院
     福岡県嘉麻市上山田１２８７番地常　勤:    4　理事長　松岡　嘉宣 精神       188現存
     (医       4) 平28.12. 1内   精   神内
     非常勤:   12 リハ 
     (医      12)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 3351571,912,5 医療法人　相良内科医〒821-0012 0948-53-1622医療法人　相良内科医相良　光 平 2.11. 1内   診療所
     院 福岡県嘉麻市上山田１３３５番地常　勤:    1院　理事長　相良　光 現存
     １２ (医       1) 平29.11. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 3352571,913,3 医療法人　平塚医院 〒821-0011 0948-52-0320医療法人平塚医院　理平塚　弘一 平 7. 1. 1一般        19診療所
     福岡県嘉麻市下山田４２３番地 常　勤:    1事長　平塚　弘一 組織変更 胃   外   こう現存
     (医       1) 平28. 1. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 3353571,914,1 医療法人　遊心会　大〒821-0012 0948-52-0871医療法人　遊心会　大大塚　和彦 平 8. 8. 1療養        12病院
     塚病院 福岡県嘉麻市上山田１４４０番地常　勤:    3塚病院　理事長　大塚 組織変更 その他      36現存
     ７ (医       2)　和彦 平29. 8. 1消   呼   循  
     (薬       1) 外   内   整外
     非常勤:    3 リハ 
     (医       3)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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 3354571,915,8 医療法人　松井医院 〒821-0012 0948-52-0465医療法人　松井医院　松井　敬治 平 9. 5. 1内   循   診療所
     福岡県嘉麻市上山田４３１番地１常　勤:    1理事長　松井　敬治 組織変更 現存
     ０ (医       1) 平30. 5. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 3355571,916,6 社会保険稲築病院 〒820-0207 0948-42-1110一般社団法人福岡県社定村　伸吾 平12. 4. 1一般 病院
     福岡県嘉麻市口春７４４番地１ 常　勤:   11会保険医療協会　会長 移動     一般    80現存
     (医       9)　吉村　恭幸 平30. 4. 1療養
     (薬       2)     療養   101
     非常勤:   25 内   小   整外
     (医      24) 眼   皮   リハ
     (薬       1) 神内 ひ   
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 3356571,917,4 医療法人　ユーアイ西〒820-0206 0948-42-1114医療法人　ユーアイ　西野　豊彦 昭60. 7. 1一般 病院
     野病院 福岡県嘉麻市鴨生５３２番地 常　勤:    6理事長　西野　豊彦     一般    50現存
     (医       4) 平24. 7. 1療養
     (薬       2)     療養    60
     非常勤:   39 内   外   胃  
     (医      39) 整外 リハ 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 3357571,918,2 医療法人　平野医院 〒820-0206 0948-42-1125医療法人　平野医院　平野　義人 平元. 6. 1一般        11診療所
     福岡県嘉麻市鴨生６５１番地４ 常　勤:    1理事長　平野　義人 療養         8現存
     (医       1) 平28. 6. 1内   小   アレ
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 3358571,919,0 医療法人仁正会　鎌田〒820-0303 0948-57-3522医療法人仁正会　鎌田鎌田　正博 平元. 9. 1一般        60病院
     病院 福岡県嘉麻市中益４２０番地１ 常　勤:    3病院　理事長　鎌田　 内   外   整外現存
     (医       3)正博 平28. 9. 1
     非常勤:   24
     (医      24)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 3359571,920,8 医療法人　金丸医院 〒820-0201 0948-42-0035医療法人　金丸医院　金丸　英一 平 2.12. 1一般 診療所
     福岡県嘉麻市漆生１６０３番地 常　勤:    1理事長　金丸　英一     一般    13現存
     (医       1) 平29.12. 1療養
         介護     6
     内   リハ 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 3360571,921,6 医療法人　杏友会　馬〒820-0206 医療法人杏友会　馬郡馬郡　良英 平 4.12. 1内   消   小  診療所
     郡医院 福岡県嘉麻市鴨生１９２番地 常　勤:    1医院　理事長　馬郡　 リハ 現存
     (医       1)良英 平28.12. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 3361571,922,4 いわみハートクリニッ〒820-0206 0948-42-0326医療法人　岩見医院　岩見　元照 平 4.12. 1心外 内   皮  診療所
     ク 福岡県嘉麻市鴨生２１６番地２０常　勤:    2理事長　岩見　元照 現存
     (医       2) 平28.12. 1
     非常勤:    1
     (医       1)
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 3362571,923,2 医療法人河野医院 〒820-0202 0948-42-0041医療法人河野医院　理河野　洋 平 5. 5. 1内   胃   外  診療所
     福岡県嘉麻市山野３４７番地 常　勤:    1事長　河野　洋 麻   休止
     (医       1) 平23. 5. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 3363571,924,0 健康リハビリテーショ〒820-0301 0948-57-3268医療法人　三愛　理事内田　泰彦 平 6.10. 1療養 病院
     ン内田病院 福岡県嘉麻市牛隈２５１０番地４常　勤:    4長　内田　泰彦 組織変更     療養    72現存
     (医       4) 平24.10. 1内   胃   リハ
     非常勤:   11
     (医      11)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 3364581,005,6 杉坂クリニック 〒823-0011 0949-32-3650田中　哲 田中　哲 平 2.12. 1内   呼   胃  診療所
     福岡県宮若市宮田２４１番地１３常　勤:    1 外   こう リハ現存
     ６ (医       1) 平29.12. 1
     非常勤:    1
     (医       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 3365581,006,4 吉原循環器科内科 〒822-0142 09495-2-0073吉原　伸吾 吉原　伸吾 平 6. 8. 1循   内   診療所
     福岡県宮若市竹原２９９番地１ 常　勤:    2 新規 現存
     (医       2) 平24. 8. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 3366581,008,0 尾上小児科医院 〒823-0011 09493-2-0084尾上　嘉浩 尾上　嘉浩 平10. 2. 1小   診療所
     福岡県宮若市宮田７６番地５ 常　勤:    1 交代 現存
     (医       1) 平28. 2. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 3367581,009,8 医療法人　新光園　鞍〒823-0001 0949-22-2057医療法人　新光園　理山本　文人 昭60. 6. 1療養        48病院
     手共立病院 福岡県宮若市龍徳５５４番地 常　勤:    5事長　山本　文人 精神       236現存
     (医       5) 平30. 6. 1精   内   神内
     非常勤:   29 脳内 
     (医      29)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 3368581,010,6 医療法人　下川医院 〒823-0002 0949-32-0073医療法人　下川医院　下川　弘喜 昭63. 2. 1胃   外   整外診療所
     福岡県宮若市鶴田１７９４番地２常　勤:    2理事長　下川　弘喜 皮   現存
     １２ (医       2) 平30. 2. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 3369581,011,4 医療法人　志成会　祷〒822-0152 09495-2-1777医療法人志成会　理事祷　光太郎 平元. 3. 1一般         2診療所
     若宮医院 福岡県宮若市沼口９６７番地１ 常　勤:    1長　祷　光太郎 療養         9現存
     (医       1) 平28. 3. 1その他       8
     内   胃   循  
     リハ 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 3370581,013,0 医療法人　藤井医院 〒823-0003 09493-2-0117医療法人藤井医院　理藤井　英晴 平元. 9. 1一般    診療所
     福岡県宮若市本城４３６番地 常　勤:    2事長　藤井　英晴 内   循   現存
     (医       2) 平28. 9. 1



 医 療 機 関 番 号  医 療 機 関 名 称 医療機関所在地 開設者氏名 備  考管理者氏名項 番
指定年月日
登録理由
指定期間始

病床数
／

診療科名

電話番号
／

勤務医数

                 コード内容別医療機関一覧表

［平成30年 6月 1日現在　医科　　　現存／休止］ 平成30年 6月 1日作成   383 頁

 3371581,014,8 医療法人　菅井整形外〒823-0001 09493-2-1833医療法人菅井整形外科菅井　治 平 2. 2. 1一般        19診療所
     科医院 福岡県宮若市龍徳１１０６番地１常　勤:    1医院　理事長　今村　 整外 リハ 麻  現存
     ７ (医       1)尚裕 平29. 2. 1内   
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 3372581,015,5 医療法人　安倍病院 〒823-0012 09493-2-0080医療法人　安倍病院　安倍　俊男 平 5. 8. 1一般        60病院
     福岡県宮若市長井鶴２５０番地３常　勤:    3理事長　安倍　俊男 組織変更 内   呼内 循  現存
     (医       3) 平29. 8. 1外   胃   
     非常勤:   28
     (医      28)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 3373581,016,3 医療法人　相生会　宮〒823-0003 0949-32-3000医療法人　相生会　理中山　眞一 平 7. 4. 1一般        93病院
     田病院 福岡県宮若市本城１６３６番地 常　勤:   17事長　入江　伸 交代 療養       137現存
     (医      17) 平28. 4. 1内   消   呼  
     非常勤:   31 循   外   整外
     (医      31) 小   耳い 皮  
     リハ こう ひ  
     麻   放   脳外
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 3374581,021,3 医療法人　菅井眼科麻〒823-0011 09493-2-0322医療法人　菅井眼科医菅井　滋 平10. 5. 1一般         8診療所
     酔科医院 福岡県宮若市宮田４８３９番地２常　勤:    2院　理事長　菅井　滋 組織変更 眼   麻   現存
     (医       2) 平28. 5. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 3375581,022,1 医療法人　山近内科医〒823-0003 0949-32-0135医療法人　山近内科医山近　仁 平11. 1. 1内   消   診療所
     院 福岡県宮若市本城５６９番地１ 常　勤:    2院　理事長　山近　仁 組織変更 現存
     (医       2) 平29. 1. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 3376581,024,7 医療法人緑光会　本城〒823-0003 0949-32-0428医療法人緑光会　理事萱場　松年 平14. 4. 1皮   リハ 診療所
     医院 福岡県宮若市本城２２７８番地 常　勤:    2長　萱場　松年 組織変更 現存
     (医       2) 平26. 4. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 3377581,027,0 医療法人　笠松会　有〒823-0015 09493-3-3020医療法人　笠松会　理有吉　通泰 平 5. 1. 1療養        56病院
     吉病院 福岡県宮若市上有木３９７番地１常　勤:    4事長　田中　圭一 その他      90現存
     (医       4) 平29. 1. 1内   消   循  
     非常勤:   34 小   皮   リハ
     (医      34)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 3378581,028,8 千々和耳鼻科医院 〒823-0003 0949-32-0083千々和　圭一 千々和　圭一 平18. 5. 1耳い 気食 診療所
     福岡県宮若市本城７２９－３ 常　勤:    2 その他 現存
     (医       2) 平30. 5. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 3379581,030,4 中野医院 〒823-0011 0949-32-0323医療法人敬愛会　理事中野　和郎 平20. 4. 1内   リハ 診療所
     福岡県宮若市宮田４７９５ 常　勤:    1長　中野　和郎 その他 現存
     (医       1) 平26. 4. 1



 医 療 機 関 番 号  医 療 機 関 名 称 医療機関所在地 開設者氏名 備  考管理者氏名項 番
指定年月日
登録理由
指定期間始

病床数
／

診療科名

電話番号
／

勤務医数

                 コード内容別医療機関一覧表

［平成30年 6月 1日現在　医科　　　現存／休止］ 平成30年 6月 1日作成   384 頁

 3380581,031,2 医療法人相生会宮田病〒823-0003 0949-34-1200医療法人　相生会　理許田　重律 平24.12. 1内   リハ 診療所
     院附属山桜クリニック福岡県宮若市本城７２３番 常　勤:    1事長　入江　伸 新規 現存
     (医       1) 平24.12. 1
     非常勤:    1
     (医       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 3381581,032,0 あらまき内科クリニッ〒823-0003 0949-28-9528荒牧　昌信 荒牧　昌信 平26. 4. 1内   診療所
     ク 福岡県宮若市本城字板井田６７８常　勤:    1 新規 現存
     番地４ (医       1) 平26. 4. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 3382581,033,8 しもかわクリニック 〒823-0004 0949-28-7310下川　雄弘 下川　雄弘 平27. 7. 1内   循   診療所
     福岡県宮若市磯光字綾角１２３６常　勤:    1 新規 現存
     番１ (医       1) 平27. 7. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 3383581,034,6 ごとう医院 〒823-0004 0949-33-3626時村　俊幸 時村　俊幸 平29. 2. 9内   診療所
     宮若市磯光１３７９－９ 常　勤:    1 交代 現存
     (医       1) 平29. 2. 9
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 3384611,075,3 浦野整形外科医院 〒807-0022 093-201-1877浦野良明 浦野　良明 昭54.11. 1一般        19診療所
     福岡県遠賀郡水巻町頃末北４丁目常　勤:    1 新規 整外 リハ リウ現存
     ２ー８ (医       1) 平24.11. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 3385611,082,9 こんどう胃腸科外科医〒811-4236 093-283-0101近藤　英昭 近藤　英昭 昭56. 4. 1胃   外   こう診療所
     院 福岡県遠賀郡岡垣町海老津駅前７常　勤:    1 リハ 現存
     番１６号 (医       1) 平29. 4. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 3386611,100,9 須子医院 〒807-0141 093-223-0126須子　保 須子　保 平 2. 1. 1内   消   小  診療所
     福岡県遠賀郡芦屋町山鹿１０－２常　勤:    1 現存
     ４ (医       1) 平29. 1. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 3387611,105,8 森耳鼻咽喉科クリニッ〒807-0002 093-202-3445森　俊文 森　俊文 平 3.12. 1耳   気食 診療所
     ク 福岡県遠賀郡水巻町樋口２番１９常　勤:    1 現存
     号 (医       1) 平27.12. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 3388611,117,3 川渕医院 〒811-4303 093-291-2011川渕　孝明 川渕　孝明 平 9. 8. 1胃   こう 外  診療所
     福岡県遠賀郡遠賀町今古賀５４５常　勤:    1 新規 呼   リハ 内  現存
     －５ (医       1) 平24. 8. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 3389611,121,5 やまがたクリニック 〒811-4235 093-281-5152山縣　淳 山縣　淳 平11. 6. 1内   診療所
     福岡県遠賀郡岡垣町公園通り３－常　勤:    1 新規 現存
     １－３７ (医       1) 平29. 6. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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 3390611,126,4 医療法人いまづ内科消〒811-4220 093-283-0099医療法人いまづ内科消今津　和彦 平14. 4. 1内   消   診療所
     化器科クリニック 福岡県遠賀郡岡垣町東山田１丁目常　勤:    1化器科クリニック　理 組織変更 現存
     ７－１６ (医       1)事長　今津　和彦 平26. 4. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 3391611,127,2 遠賀眼科医院 〒811-4307 093-293-0366吉村　真子 吉村　真子 平15. 6. 1眼   診療所
     福岡県遠賀郡遠賀町遠賀川２丁目常　勤:    1 交代 現存
     １－３８ (医       1) 平27. 6. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 3392611,128,0 公園通りクリニック 〒811-4235 093-282-0224伊東　秀夫 伊東　秀夫 平16. 5. 1内   放   診療所
     福岡県遠賀郡岡垣町公園通り１丁常　勤:    1 新規 現存
     目１－１２ (医       1) 平28. 5. 1
     非常勤:    1
     (医       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 3393611,129,8 遠賀中間医師会おかが〒811-4204 093-282-0181一般社団法人遠賀中間竹之山　利夫 平17. 4. 1一般        80病院
     き病院 福岡県遠賀郡岡垣町大字手野１４常　勤:    5医師会　会長　津田　 交代 療養        20現存
     ５ (医       4)文史朗 平29. 4. 1内   精   消  
     (薬       1) 循   リハ 他  
     非常勤:   52
     (医      51)
     (薬       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 3394611,131,4 社会福祉法人福祉松快〒807-0048 093-201-8888社会福祉法人福祉松快平田　煕 平16. 2. 1内   診療所
     園吉田中央クリニック福岡県遠賀郡水巻町吉田南二丁目常　勤:    3園　理事長　松岡　功 組織変更 現存
     ９番１号 (医       3)峻 平28. 2. 1
     非常勤:    1
     (医       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 3395611,132,2 とよさわクリニック 〒807-0053 093-201-7171豊澤　賢明 豊澤　賢明 平18. 7. 1内   外   診療所
     福岡県遠賀郡水巻町下二東１丁目常　勤:    2 新規 現存
     ４－２３ (医       2) 平24. 7. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 3396611,133,0 医療法人　柴山クリニ〒811-4218 093-282-0091医療法人　柴山クリニ柴山　均 平19. 5. 1内   消   リハ診療所
     ック 福岡県遠賀郡岡垣町中央台３丁目常　勤:    1ック　理事長　柴山　 組織変更 現存
     ５番２号 (医       1)均 平25. 5. 1
     非常勤:    1
     (医       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 3397611,136,3 遠賀中間医師会おんが〒811-4342 093-281-3810一般社団法人遠賀中間杉町　圭蔵 平20. 4. 1一般       100病院
     病院 福岡県遠賀郡遠賀町大字尾崎１７常　勤:   17医師会　会長　津田　 新規 内   呼   消  現存
     ２５番地２ (医      17)文史朗 平26. 4. 1循   小   外  
     非常勤:   18 整外 放   麻  
     (医      18) 脳外 救命 リウ
     リハ 
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 3398611,140,5 こうけつ眼科医院 〒807-0045 093-201-2881纐纈　有子 纐纈　有子 平22. 3. 1眼   診療所
     福岡県遠賀郡水巻町吉田東２丁目常　勤:    2 新規 現存
     １３の１５ (医       1) 平28. 3. 1
     (薬       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 3399611,141,3 医療法人　ひぐち耳鼻〒811-4235 093-281-3341医療法人　ひぐち耳鼻樋口　哲 平23. 1. 1耳い アレ 診療所
     咽喉科 福岡県遠賀郡岡垣町公園通り一丁常　勤:    1咽喉科　理事長　樋口 組織変更 現存
     目１番１９号 (医       1)　哲 平29. 1. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 3400611,143,9 医療法人　吉村整形外〒811-4233 093-282-2500医療法人　吉村整形外吉村　洋一 平24. 4. 1整外 リハ リウ診療所
     科クリニック 福岡県遠賀郡岡垣町野間二丁目７常　勤:    1科クリニック　理事長 組織変更 現存
     番５号 (医       1)　吉村　洋一 平30. 4. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 3401611,144,7 はら耳鼻咽喉科 〒807-0022 093-701-8841医療法人　真会　理事原　崇 平24. 6. 1耳い 診療所
     福岡県遠賀郡水巻町頃末北四丁目常　勤:    1長　原　崇 組織変更 現存
     ７番３号 (医       1) 平30. 6. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 3402611,145,4 宮地子どもクリニック〒811-4305 093-291-2100医療法人　宮地子ども宮地　良介 平25. 1. 1小   診療所
     福岡県遠賀郡遠賀町松の本７丁目常　勤:    1クリニック　理事長　 組織変更 現存
     １番２１号 (医       1)宮地　良介 平25. 1. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 3403611,147,0 齋藤シーサイド・レデ〒807-0141 093-701-8880齋藤　竜太 齊藤　竜太 平27.12.15一般 診療所
     ィースクリニック 福岡県遠賀郡芦屋町大字山鹿８５常　勤:    2 移動     一般     2現存
     ２－５７ (医       2) 平27.12.15産婦 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 3404611,148,8 岡垣腎クリニック 〒811-4236 093-982-5645立川　裕 立川　裕 平26. 6. 1透析 循   診療所
     福岡県遠賀郡岡垣町海老津駅前１常　勤:    1 新規 現存
     ０－１６ (医       1) 平26. 6. 1
     非常勤:    3
     (医       3)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 3405611,149,6 浦野眼科医院 〒807-0022 093-203-2366医療法人　シモン会　浦野　貴之 平27. 1. 1眼   整外 診療所
     福岡県遠賀郡水巻町頃末北４丁目常　勤:    1理事長　浦野　貴之 組織変更 現存
     ７番２号 (医       1) 平27. 1. 1
     非常勤:    1
     (医       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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 3406611,150,4 屋中央病院 〒807-0141 093-222-2931地方独立行政法人 屋櫻井　俊弘 平30. 3. 1一般 病院
     遠賀郡芦屋町大字山鹿２８３番地常　勤:   17中央病院　理事長　櫻 移動     一般   105現存
     ７ (医      17)井　俊弘 平30. 3. 1療養
     非常勤:   27     療養    32
     (医      27) 内   消   透析
     循   呼内 神内
     外   整外 ひ  
     眼   耳い 皮  
     放   リハ 他  
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 3407611,151,2 いわくまハートクリニ〒811-4235 093-701-6037岩隈　裕明 岩隈　裕明 平27. 5. 1内   診療所
     ック 福岡県遠賀郡岡垣町公園通り３丁常　勤:    1 新規 現存
     目１番３５号 (医       1) 平27. 5. 1
     非常勤:    1
     (医       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 3408611,152,0 花美坂クリニック 〒807-0143 093-223-2500医療法人　花美坂クリ細田　秀一郎 平28. 4. 1内   小   診療所
     福岡県遠賀郡芦屋町花美坂３６－常　勤:    1ニック　理事長　細田 組織変更 現存
     ５ (医       1)　秀一郎 平28. 4. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 3409611,153,8 楠本内科医院 〒807-0045 093-201-5121楠本　拓生 楠本　拓生 平28. 5. 1内   循   消  診療所
     福岡県遠賀郡水巻町吉田東二丁目常　勤:    2 交代 現存
     １１番１号 (医       2) 平28. 5. 1
     非常勤:    1
     (医       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 3410611,155,3 ひびきクリニック 〒807-0022 093-201-1133医療法人ひびき　理事椛島　成利 平29. 4. 1内   透析 診療所
     遠賀郡水巻町頃末北三丁目２番２常　勤:    1長　椛島　成利 組織変更 現存
     号 (医       1) 平29. 4. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 3411611,156,1 アームクリニック 〒807-0023 093-701-6886松本　哲朗 松本　哲朗 平29. 6. 1ひ   他   診療所
     遠賀郡水巻町中央３－１ 常　勤:    1 新規 現存
     (医       1) 平29. 6. 1
     非常勤:    1
     (医       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 3412611,157,9 かくたクリニック 〒811-4305 093-291-5030医療法人用行舎　理事角田　恭治 平30. 1. 1内   消   循  診療所
     遠賀郡遠賀町松の本２－１９－２常　勤:    1長　角田　恭治 組織変更 呼内 他   現存
     ５ (医       1) 平30. 1. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 3413611,915,0 医療法人　高陽診療所〒811-4228 093-282-0077医療法人　高陽診療所有山　英世 平元. 5. 1内   小   診療所
     福岡県遠賀郡岡垣町東松原１丁目常　勤:    1　理事長　有山　英世 休止
     １５番３０号 (医       1) 平28. 5. 1
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 3414611,916,8 医療法人くすもと医院〒807-0046 093-201-2873医療法人くすもと医院楠本　守 平15. 3. 1内   小   診療所
     福岡県遠賀郡水巻町吉田西１丁目常　勤:    1　理事長　楠本　守 移動 現存
     ３番１７号 (医       1) 平27. 3. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 3415611,917,6 医療法人　正周会水巻〒807-0046 093-201-1394医療法人正周会水巻共奥園　眞一 平 2. 7. 1療養        54病院
     共立病院 福岡県遠賀郡水巻町吉田西四丁目常　勤:    2立病院　理事長　有留 その他      54現存
     ２番１号 (医       2)　丈太郎 平29. 7. 1内   消   循  
     非常勤:   14 呼   整外 皮  
     (医      14) リハ 放   
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 3416611,918,4 医療法人　正周会　猪〒807-0001 093-202-3359医療法人　正周会　水有留　丈太郎 平 2.10. 1一般         1診療所
     熊クリニック 福岡県遠賀郡水巻町猪熊９丁目４常　勤:    3卷共立病院　理事長　 療養         6現存
     －３０ (医       3)有留　丈太郎 平29.10. 1その他      12
     非常勤:    4 内   整外 小  
     (医       4) リハ 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 3417611,919,2 医療法人　松寿会　松〒811-4218 093-282-7800医療法人　松寿会　松松永　大助 平 2.12. 1一般        19診療所
     永整形外科医院 福岡県遠賀郡岡垣町中央台３丁目常　勤:    2永整形外科医院　理事 整外 リハ 現存
     １番１５号 (医       2)長　松永　大助 平29.12. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 3418611,921,8 医療法人　占部胃腸科〒811-4203 093-282-0127医療法人　占部胃腸科占部　一喜 平12. 6.12内   胃   診療所
     内科医院 福岡県遠賀郡岡垣町大字内浦１１常　勤:    1内科医院　理事長　占 移動 現存
     １２番地の３ (医       1)部　一喜 平30. 6.12
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 3419611,922,6 医療法人　うちわ内科〒807-0022 093-201-0745医療法人　うちわ内科打和　靖宏 平 4. 1. 1一般    診療所
     クリニック 福岡県遠賀郡水巻町頃末北四丁目常　勤:    1クリニック　理事長　 内   循   現存
     ２番３０号 (医       1)打和　靖宏 平28. 1. 1
     非常勤:    2
     (医       2)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 3420611,923,4 徳永眼科医院 〒811-4218 093-283-0177医療法人　有恒会　理徳永　良子 平 4.10. 1眼   診療所
     福岡県遠賀郡岡垣町中央台３丁目常　勤:    1事長　徳永　恒夫 現存
     １番６号 (医       1) 平28.10. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 3421611,924,2 医療法人　加藤医院 〒811-4236 093-282-0003医療法人　加藤医院　加藤　哲也 平10.12. 2内   胃   小  診療所
     福岡県遠賀郡岡垣町海老津駅前１常　勤:    1理事長　加藤　哲也 移動 リハ 現存
     １番１４号 (医       1) 平28.12. 2
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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 3422611,927,5 医療法人　羅寿久会　〒811-4312 093-293-7211医療法人羅寿久会浅木三好　安 平 6. 1. 1一般        58病院
     浅木病院 福岡県遠賀郡遠賀町浅木二丁目３常　勤:   10病院　理事長　三好　 組織変更 内   神内 リハ現存
     ０番１号 (医       8)安 平30. 1. 1循   呼   消  
     (薬       2)
     非常勤:   19
     (医      18)
     (薬       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 3423611,928,3 医療法人　森田医院 〒807-0006 093-201-0616医療法人森田医院　理森田　翼 平 6. 7. 1内   小   消  診療所
     福岡県遠賀郡水巻町梅ノ木団地４常　勤:    2事長　森田　翼 組織変更 現存
     １－２ (医       2) 平24. 7. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 3424611,929,1 医療法人　松本クリニ〒807-0025 093-201-2616医療法人　松本クリニ松本　健太郎 平 6. 7. 1内   消   外  診療所
     ック 福岡県遠賀郡水巻町頃末南一丁目常　勤:    1ック　理事長　松本　 組織変更 現存
     ３３番１号 (医       1)健太郎 平24. 7. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 3425611,930,9 医療法人　嘉村整形外〒811-4303 093-293-3221医療法人　嘉村整形外嘉村　親芳 平 6. 7. 1整外 リハ リウ診療所
     科医院 福岡県遠賀郡遠賀町大字今古賀６常　勤:    1科医院　理事長　嘉村 組織変更 現存
     ４９番地の１ (医       1)　親芳 平24. 7. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 3426611,931,7 医療法人　おのむら医〒807-0111 093-222-1234医療法人おのむら医院小野村　健太郎 平 6.12. 1内   小   放  診療所
     院 福岡県遠賀郡芦屋町白浜町２－１常　勤:    1　理事長　小野村　健 組織変更 リハ 現存
     ０ (医       1)太郎 平27.12. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 3427611,932,5 医療法人　朱夏　田中〒811-4234 093-283-1640医療法人　朱夏　理事田中　耕一 平 7. 1. 1小   循   診療所
     ひろし小児内科医院 福岡県遠賀郡岡垣町大字高倉６７常　勤:    1長　田中　耕一 組織変更 現存
     ７－１ (医       1) 平28. 1. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 3428611,933,3 医療法人　健愛会　健〒811-4313 093-293-7090医療法人　健愛会　健溝口　義人 平 7. 6. 1一般        80病院
     愛記念病院 福岡県遠賀郡遠賀町大字木守字江常　勤:   10愛記念病院　理事長　 組織変更 外   整外 小  現存
     の上１１９１ (医      10)溝口　義人 平28. 6. 1こう リハ 循  
     非常勤:   33 消   呼   麻  
     (医      33)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 3429611,934,1 医療法人　隆信会　遠〒811-4312 093-293-7200医療法人　隆信会　理礒部　信一 平 7. 9. 1療養        60病院
     賀いそべ病院 福岡県遠賀郡遠賀町大字浅木１２常　勤:    2事長　礒部　信一 組織変更 その他      45現存
     １１－３ (医       2) 平28. 9. 1内   リハ 
     非常勤:    4
     (医       4)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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 3430611,935,8 高倉クリニック 〒811-4235 093-282-0081医療法人　成晴会　理甲斐　祥一 平 7.12. 1一般    診療所
     福岡県遠賀郡岡垣町公園通り一丁常　勤:    2事長　堤　康晴 新規 療養    現存
     目７番１号 (医       2) 平28.12. 1内   神   精  
     非常勤:    1 心内 
     (医       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 3431611,938,2 医療法人　橋本内科胃〒811-4305 093-293-5050医療法人　橋本内科胃橋本　雅晴 平 8. 3. 1内   胃   消  診療所
     腸科医院 福岡県遠賀郡遠賀町松の本１丁目常　勤:    2腸科医院　理事長　橋 組織変更 呼   循   現存
     ４－６ (医       2)本　雅晴 平29. 3. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 3432611,939,0 医療法人　柿木医院 〒807-0113 093-223-0027医療法人　柿木医院　柿木　隆司 平 8. 4. 1内   小   放  診療所
     福岡県遠賀郡芦屋町中ノ浜９番４常　勤:    1理事長　柿木　隆司 組織変更 現存
     ２号 (医       1) 平29. 4. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 3433611,941,6 医療法人　つだ小児科〒807-0006 093-202-3270医療法人　つだ小児科津田　文史朗 平 9. 1. 1小   アレ 診療所
     医院 福岡県遠賀郡水巻町梅ノ木団地１常　勤:    1医院　理事長　津田　 組織変更 現存
     番地８０ (医       1)文史朗 平30. 1. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 3434611,942,4 水北第一病院 〒807-0046 093-202-6688医療法人社団　水北会福田　祥 平 9. 3. 1一般       124病院
     福岡県遠賀郡水巻町吉田西三丁目常　勤:    6　理事長　福田　良日 組織変更 内   外   小  現存
     １３番１３号 (医       6) 平30. 3. 1循   脳外 放  
     非常勤:    9 消   ひ   リハ
     (医       9) 他   
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 3435611,943,2 医療法人　平野皮膚科〒811-4236 093-283-0404医療法人　平野皮膚科平野　哲哉 平10.12. 1皮   診療所
     クリニック 福岡県遠賀郡岡垣町海老津駅前２常　勤:    1クリニック　理事長　 組織変更 現存
     番２２号 (医       1)平野　哲哉 平28.12. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 3436611,944,0 水巻クリニック 〒807-0025 093-201-8500医療法人　清澄会　理藤松　信二 平11. 1. 1一般 診療所
     福岡県遠賀郡水巻町頃末南三丁目常　勤:    1事長　牟田　裕紀 組織変更     一般     1現存
     １３番５号 (医       1) 平29. 1. 1療養
     非常勤:    2     療養    14
     (医       2) 内   
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 3437611,945,7 医療法人　入和會　入〒807-0025 093-201-3320医療法人　入和會　理入江　政男 平12. 1. 4整外 リハ 診療所
     江整形外科医院 福岡県遠賀郡水巻町頃末南１丁目常　勤:    1事長　入江　政男 組織変更 現存
     ５番１２号 (医       1) 平30. 1. 4
     非常勤:    1
     (医       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 3438611,946,5 医療法人　尭真会　い〒811-4305 093-291-1211医療法人　尭真会　理藤川　王哉 平12. 4. 1眼   診療所
     まこが眼科医院 福岡県遠賀郡遠賀町松の本２丁目常　勤:    1事長　藤川　王哉 組織変更 現存
     １９番２５号 (医       1) 平30. 4. 1
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 3439611,947,3 医療法人せとぐち耳鼻〒811-4305 093-293-8711医療法人せとぐち耳鼻瀬戸口　雅裕 平12.11. 2耳い 診療所
     咽喉科医院 福岡県遠賀郡遠賀町松の本５丁目常　勤:    1咽喉科医院　理事長　 組織変更 現存
     １番８号 (医       1)瀬戸口　雅裕 平24.11. 2
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 3440611,948,1 医療法人　西尾脳神経〒811-4303 093-293-1113医療法人　西尾脳神経西尾　暢晃 平13. 1. 1脳外 リハ 診療所
     外科 福岡県遠賀郡遠賀町今古賀５９８常　勤:    1外科　理事長　西尾　 組織変更 現存
     番地１ (医       1)暢晃 平25. 1. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 3441611,949,9 医療法人　くわのキッ〒811-4231 093-281-5515医療法人　くわのキッ 野　聡 平16.10. 1小   アレ 診療所
     ズクリニック 福岡県遠賀郡岡垣町海老津２丁目常　勤:    1ズクリニック　理事長 移動 現存
     ７番６号 (医       1)　桒野　聡 平28.10. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 3442611,950,7 たなか内科胃腸科医院〒811-4303 093-293-8088医療法人　ひびき　理田中　正純 平15. 2. 3内   胃   呼  診療所
     福岡県遠賀郡遠賀町大字今古賀６常　勤:    1事長　田中　正純 移動 循   リハ 現存
     ３１番地の１ (医       1) 平27. 2. 3
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 3443611,951,5 医療法人　元木皮ふ科〒811-4305 093-293-1211医療法人　元木皮ふ科元木　清久 平13.12. 1皮   アレ 形外診療所
     クリニック 福岡県遠賀郡遠賀町松の本５丁目常　勤:    1クリニック　理事長　 組織変更 現存
     １番１０号 (医       1)元木　清久 平25.12. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 3444611,952,3 福岡新水巻病院 〒807-0051 093-203-2220社会医療法人財団池友藤井　茂 平15. 6. 1一般       227病院
     (613,090,6) 福岡県遠賀郡水巻町立屋敷１丁目常　勤:   52会　理事長　富永　隆 その他 内   循   呼内現存
     ２番１号 (医      52)治 平27. 6. 1消   小   外  
     非常勤:    8 整外 形外 脳外
     (医       6) 心外 皮   麻  
     (歯       2) ひ   産婦 リハ
     放   救命 歯外
     病理 臨床 精  
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 3445611,953,1 医療法人ふじた医院 〒811-4233 093-283-3211医療法人ふじた医院　藤田　政介 平16. 1. 5内   循   リハ診療所
     福岡県遠賀郡岡垣町野間ニ丁目３常　勤:    1理事長　藤田　政介 組織変更 現存
     番１１号 (医       1) 平28. 1. 5
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 3446611,954,9 堤病院 〒811-4224 093-282-1234医療法人成晴会　理事堤　康晴 平16. 1. 6精神       360病院
     福岡県遠賀郡岡垣町鍋田２丁目１常　勤:    6長　堤　康晴 組織変更 内   精   神  現存
     番１号 (医       6) 平28. 1. 6
     非常勤:   37
     (医      37)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 3447611,958,0 聖和会クリニック 〒807-0122 093-223-1112医療法人聖和会　理事貞安　孝夫 平19.12. 1内   循   診療所
     福岡県遠賀郡芦屋町高浜町１８番常　勤:    1長　貞安　孝夫 組織変更 現存
     ４０号 (医       1) 平25.12. 1
     非常勤:    1
     (医       1)
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 3448612,084,4 伊藤皮膚沁尿器科医院〒807-0022 093-201-0527伊藤　秀明 伊藤　秀明 昭56.10. 1皮   ひ   診療所
     福岡県遠賀郡水巻町頃末北三丁目常　勤:    1 現存
     ７番５号 (医       1) 平23.10. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 3449621,015,7 遠藤医院 〒809-0032 093-245-0563遠藤　満 遠藤　満 昭35. 3. 1内   小   診療所
     福岡県中間市中尾３－１－３ 常　勤:    1 現存
     (医       1) 平23. 3. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 3450621,040,5 久原内科医院 〒809-0014 093-246-2850久原　厚生 久原　厚生 昭53. 9. 1一般         9診療所
     福岡県中間市蓮花寺１丁目１－８常　勤:    1 療養         6現存
     (医       1) 平30. 3. 1内   胃   循  
     小   リハ 放  
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 3451621,047,0 松尾耳鼻咽喉科医院 〒809-0030 093-246-2603松尾　浩一 松尾　浩一 昭63. 4. 1耳   気食 診療所
     福岡県中間市中央５丁目２番１２常　勤:    1 現存
     号 (医       1) 平30. 4. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 3452621,055,3 葉医院 〒809-0001 093-243-2255葉　倫建 葉　倫建 平 9.10. 1一般         8診療所
     福岡県中間市垣生１７９－６ 常　勤:    1 新規 外   呼   胃  現存
     (医       1) 平24.10. 1こう 内   
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 3453621,067,8 心と体のゆりクリニッ〒809-0018 093-243-4141百合野　公庸 百合野　公庸 平17. 4. 1内   精   心内診療所
     ク 福岡県中間市通谷１丁目３６番２常　勤:    1 新規 現存
     号 (医       1) 平29. 4. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 3454621,068,6 通谷メンタルクリニッ〒809-0022 093-243-5569森山　成 森山　成 平17. 8. 1神   精   心内診療所
     ク 福岡県中間市鍋山町１－８ 常　勤:    1 新規 現存
     (医       1) 平29. 8. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 3455621,069,4 石松整形外科医院 〒809-0034 093-245-0900石松　伴子 石松　伴子 平22.12.16整外 リハ 診療所
     福岡県中間市中間三丁目２番１号常　勤:    1 交代 現存
     (医       1) 平28.12.16
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 3456621,070,2 おりもクリニック皮膚〒809-0019 093-243-5050織茂　弘志 織茂　弘志 平23. 5. 1皮   形外 診療所
     科形成外科 福岡県中間市東中間３丁目１７番常　勤:    1 新規 現存
     ２３号 (医       1) 平29. 5. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 3457621,074,4 石松内科医院 〒809-0034 093-245-2030石松　隆造 石松　隆造 平25. 1. 1一般         9診療所
     福岡県中間市中間一丁目６番１２常　勤:    1 交代 内   現存
     号 (医       1) 平25. 1. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 3458621,076,9 さとうフレンズこども〒809-0032 093-701-7330医療法人さとうフレン佐藤　弘 平25.12. 1小   アレ 診療所
     クリニック 福岡県中間市中尾１丁目１番２１常　勤:    1ズこどもクリニック　 組織変更 現存
     号 (医       1)理事長　佐藤　弘 平25.12. 1
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 3459621,077,7 山田医院 〒809-0019 093-245-0707山田　勝義 山田　勝義 平26.12. 1内   消   呼内診療所
     福岡県中間市東中間三丁目１番１常　勤:    1 新規 胃   リハ 放  現存
     号 (医       1) 平26.12. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 3460621,078,5 佐藤泌尿器科クリニッ〒809-0013 093-243-3100佐藤　英樹 佐藤　英樹 平27. 6. 1ひ   内   診療所
     ク 福岡県中間市上蓮花寺１丁目２－常　勤:    1 新規 現存
     １－２Ａ－３ (医       1) 平27. 6. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 3461621,079,3 豊川内科・循環器内科〒809-0018 093-245-8100医療法人爽風会　理事豊川　毅 平29. 1. 1内   循   呼内診療所
     クリニック 中間市通谷２－２４－１ 常　勤:    1長　豊川　毅 組織変更 リハ 現存
     (医       1) 平29. 1. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 3462621,080,1 福田醫院 〒809-0030 093-244-8411福田　美穂 福田　美穂 平29. 5. 5内   整外 リハ診療所
     中間市中央１－２－３２ 常　勤:    2 交代 リウ 現存
     (医       2) 平29. 5. 5
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 3463621,901,8 中間市立病院 〒809-0014 093-245-0981中間市長　福田　浩 瓜生　康平 昭53. 6.24一般       122病院
     福岡県中間市蓮花寺３丁目１番７常　勤:   11 内   外   整外現存
     号 (医       8) 平29. 6. 1ひ   耳い 循  
     (薬       3) こう リハ 消  
     非常勤:   70
     (医      70)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 3464621,902,6 医療法人　山下医院 〒809-0019 093-982-1475医療法人　山下医院　山下　征二 平27. 2. 1内   消   循  診療所
     福岡県中間市東中間二丁目１２番常　勤:    1理事長　山下　征二 移動 小   外   整外現存
     ２２号 (医       1) 平27. 2. 1呼内 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 3465621,903,4 医療法人　道西会　山〒809-0022 093-246-2345医療法人　道西会　理山名　 生 平元. 6. 1眼   アレ 診療所
     名眼科医院 福岡県中間市鍋山町１３番５号 常　勤:    2事長　山名　 生 現存
     (医       2) 平28. 6. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 3466621,904,2 医療法人　石坂皮膚科〒809-0018 093-246-2510医療法人　石坂皮膚科石坂　隆 平元. 6. 1皮   診療所
     医院 福岡県中間市通谷１丁目１番５３常　勤:    1医院　理事長　石坂　 現存
     号 (医       1)隆 平28. 6. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 3467621,905,9 医療法人　冨岡医院 〒809-0037 093-245-0318医療法人　冨岡医院　冨岡　武 平元.12. 1一般    診療所
     福岡県中間市中鶴一丁目２２番１常　勤:    1理事長　冨岡　武 内   胃   放  現存
     号 (医       1) 平28.12. 1リハ 
     非常勤:    1
     (医       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 3468621,906,7 医療法人　知足産婦人〒809-0036 093-245-0559医療法人　知足産婦人知足　英樹 平 2.12. 1一般        10診療所
     科医院 福岡県中間市長津２丁目２４番２常　勤:    1科医院　理事長　知足 産   婦   休止
     ０号 (医       1)　英樹 平29.12. 1
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 3469621,907,5 医療法人　中村整形外〒809-0036 093-245-0231医療法人　中村整形外中村　明生 平 3. 4. 1一般        19診療所
     科医院 福岡県中間市長津二丁目１６番４常　勤:    1科医院　理事長　中村 整外 リハ リウ現存
     ７号 (医       1)　明生 平30. 4. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 3470621,908,3 医療法人　青野皮膚科〒809-0041 093-244-1405医療法人　青野皮膚科青野　誠一郎 平 3. 8. 1皮   ひ   診療所
     医院 福岡県中間市岩瀬西町２９番１８常　勤:    1医院　理事長　青野　 現存
     号 (医       1)誠一郎 平24. 8. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 3471621,909,1 新中間病院 〒809-0018 093-245-5501医療法人秋桜会　理事矢毛石　陽一 平 4. 3. 1一般       103病院
     福岡県中間市通谷１丁目３６番１常　勤:    8長　嶺　博之 療養        42現存
     号 (医       8) 平28. 3. 1内   外   整外
     非常勤:    5 胃   こう リハ
     (医       5) 透析 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 3472621,914,1 医療法人　むた医院 〒809-0037 093-244-3131医療法人　むた医院　牟田　米子 平14. 8. 1内   消   呼  診療所
     福岡県中間市中鶴４丁目９番８号常　勤:    2理事長　牟田　米子 移動 現存
     (医       2) 平26. 8. 1
     非常勤:    1
     (医       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 3473621,916,6 医療法人吉野内科胃腸〒809-0022 093-246-0099医療法人吉野内科胃腸吉野　晃平 平 9. 8. 1内   胃   消  診療所
     内科クリニック 福岡県中間市鍋山町１３番１号 常　勤:    2内科クリニック　理事 組織変更 現存
     (医       2)長　吉野　修郎 平24. 8. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 3474621,917,4 医療法人　岩尾内科医〒809-0032 093-245-0035医療法人　岩尾内科医岩尾　政明 平11. 4. 1内   呼   消  診療所
     院 福岡県中間市中尾１丁目１番７号常　勤:    1院　理事長　岩尾　政 組織変更 放   現存
     (医       1)明 平29. 4. 1
     非常勤:    1
     (医       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 3475621,919,0 中間メディカル 〒809-0023 093-245-3366医療法人社団ＥＪ会　尾形　信雄 平16. 1. 1一般 診療所
     福岡県中間市扇ケ浦１丁目１４番常　勤:    5理事長　野田　幹子 組織変更     一般    19現存
     １号 (医       5) 平28. 1. 1内   神内 心内
     精   ひ   
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 3476621,922,4 医療法人おがた脳神経〒809-0018 093-243-1707医療法人おがた脳神経緒方　登 平16. 5. 1脳外 リハ 診療所
     クリニック 福岡県中間市通谷１丁目３６番２常　勤:    1クリニック　理事長　 組織変更 現存
     号 (医       1)緒方　登 平28. 5. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 3477621,923,2 医療法人萩本医院 〒809-0036 093-245-1650医療法人萩本医院　理萩本　龍伸 平16. 5. 1内   胃   診療所
     福岡県中間市長津一丁目１５番３常　勤:    1事長　萩本　龍伸 組織変更 現存
     １号 (医       1) 平28. 5. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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 3478621,924,0 医療法人　柳整形外科〒809-0030 093-243-3380医療法人　柳整形外科柳　英浩 平17. 4. 1整外 リウ リハ診療所
     医院 福岡県中間市中央５丁目２－１０常　勤:    1医院　理事長　柳　英 組織変更 現存
     (医       1)浩 平29. 4. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 3479621,926,5 中間クリニック 〒809-0033 093-245-5060特定医療法人　東筑会河島　隆士 平26. 4.14内   循   診療所
     福岡県中間市土手ノ内３丁目２番常　勤:    1　理事長　早川　知宏 移動 現存
     ４１号 (医       1) 平26. 4.14
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 3480622,910,8 医療法人　桑原産婦人〒809-0034 093-245-0052医療法人　桑原産婦人桑原　吉高 平 4. 8. 1一般        13診療所
     科医院 福岡県中間市中間３丁目５番５号常　勤:    1科医院　理事長　桑原 産   婦   現存
     (医       1)　吉高 平28. 8. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 3481622,911,6 医療法人　木村小児科〒809-0022 093-245-0212医療法人　木村小児科木村　嘉幸 平 4. 9. 1小   診療所
     医院 福岡県中間市鍋山町１６－３ 常　勤:    1医院　理事長　木村　 現存
     (医       1)嘉幸 平28. 9. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 3482641,141,7 熊野眼科医院 〒804-0082 093-871-3786熊野　誠是 熊野　誠是 昭51. 1. 1眼   診療所
     福岡県北九州市戸畑区新池１丁目常　勤:    1 現存
     ６番６号 (医       1) 平30. 1. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 3483641,146,6 畠中内科クリニック 〒804-0062 093-882-5070畠中　彌吉 畠中　彌吉 昭54. 5. 1内   循   消  診療所
     福岡県北九州市戸畑区浅生３丁目常　勤:    1 呼内 現存
     １６－１９ (医       1) 平29. 9. 1
     非常勤:    1
     (医       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 3484641,152,4 辻皮膚科医院 〒804-0081 093-861-1214辻　俊雄 辻　俊雄 昭63. 4. 1皮   診療所
     福岡県北九州市戸畑区千防１丁目常　勤:    1 現存
     ３－６ (医       1) 平30. 4. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 3485641,154,0 大野耳鼻咽喉科医院 〒804-0013 093-871-2413大野　聖 大野　聖 平 7.11. 1耳い 気食 診療所
     福岡県北九州市戸畑区境川２－１常　勤:    1 移動 現存
     ５－４ (医       1) 平28.11. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 3486641,158,1 横田眼科医院 〒804-0062 093-882-7711横田　健司 横田　健司 平 4. 7. 1眼   診療所
     福岡県北九州市戸畑区浅生２丁目常　勤:    1 現存
     １２－１５提ビル２Ｆ (医       1) 平28. 7. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 3487641,159,9 久能医院 〒804-0062 093-871-3543久能　俊昭 久能　俊昭 平 4. 8. 1胃   外   こう診療所
     福岡県北九州市戸畑区浅生２丁目常　勤:    1 麻   現存
     ５－２０ (医       1) 平28. 8. 1
     非常勤:    1
     (医       1)
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 3488641,161,5 くのう肛門胃腸クリニ〒804-0032 093-881-9090久能　正之 久能　正之 平 5. 4. 1一般        19診療所
     ック 福岡県北九州市戸畑区西大谷１丁常　勤:    1 こう 現存
     目３－１８ (医       1) 平29. 4. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 3489641,163,1 長郷外科胃腸科整形外〒804-0062 093-871-8010長郷　義博 長郷　義博 平 6. 5. 1外   胃   整外診療所
     科医院 福岡県北九州市戸畑区浅生２丁目常　勤:    1 交代 現存
     ５－３ (医       1) 平30. 5. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 3490641,166,4 安藤整形外科医院 〒804-0013 093-871-5280安藤　俊行 安藤　俊行 平 7. 4. 1一般 診療所
     福岡県北九州市戸畑区境川２－１常　勤:    2 交代     一般    17現存
     ６－１０ (医       2) 平28. 4. 1整外 リハ リウ
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 3491641,167,2 安藤ゆきこレディース〒804-0013 093-871-5254安藤　由起子 安藤　由起子 平 7. 9. 1産   婦   診療所
     クリニック 福岡県北九州市戸畑区境川２－１常　勤:    1 新規 現存
     ６－１０ (医       1) 平28. 9. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 3492641,171,4 広瀬内科麻酔科医院 〒804-0014 093-873-2033廣瀬　一郎 廣瀬　一郎 平 9. 8. 1内   麻   呼  診療所
     福岡県北九州市戸畑区土取町１３常　勤:    1 新規 現存
     －１６ (医       1) 平24. 8. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 3493641,175,5 宮園クリニック 〒804-0082 093-871-6100宮園　一博 宮園　一博 平13. 8. 7胃   内   診療所
     福岡県北九州市戸畑区新池２丁目常　勤:    1 移動 現存
     ６－４ (医       1) 平25. 8. 7
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 3494641,176,3 野田内科循環器科クリ〒804-0074 093-871-6543野田　武彦 野田　武彦 平11. 7.30内   循   消  診療所
     ニック 福岡県北九州市戸畑区南鳥旗町８常　勤:    1 交代 呼   現存
     番１号 (医       1) 平29. 7.30
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 3495641,177,1 いわはし内科 〒804-0014 093-873-8060岩橋　弘志 岩橋　弘志 平11.10. 1内   循   胃  診療所
     福岡県北九州市戸畑区土取町１番常　勤:    1 新規 リハ 現存
     ７号 (医       1) 平29.10. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 3496641,178,9 岡田眼科医院 〒804-0021 093-873-8577岡田　浩輔 岡田　浩輔 平12. 4. 1眼   診療所
     福岡県北九州市戸畑区一枝３丁目常　勤:    1 新規 現存
     １番２号 (医       1) 平30. 4. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 3497641,179,7 医療法人　医和基会　〒804-0022 093-873-8733医療法人　医和基会　岸川　英樹 平12. 4. 1内   小   リハ診療所
     金刀比羅診療所 福岡県北九州市戸畑区金比羅町４常　勤:    2理事長　後藤　俊秀 新規 精   現存
     番１９号 (医       2) 平30. 4. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 3498641,181,3 城戸内科クリニック 〒804-0094 093-871-5515城戸　正開 城戸　正開 平13.11. 1内   胃   消  診療所
     福岡県北九州市戸畑区天神１－６常　勤:    1 新規 呼   循   放  現存
     －２１ (医       1) 平25.11. 1リハ 
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 3499641,182,1 菅原眼科医院 〒804-0013 093-871-5391菅原　聡 菅原　聡 平15. 4. 1一般    診療所
     福岡県北九州市戸畑区境川２丁目常　勤:    1 交代 眼   現存
     １５番５号 (医       1) 平27. 4. 1
     非常勤:    1
     (医       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 3500641,183,9 たかぎクリニック 〒804-0062 093-881-9668髙樹　信次 髙樹　信次 平16. 1. 1精   神   内  診療所
     福岡県北九州市戸畑区浅生２丁目常　勤:    1 交代 心内 現存
     ７番１９号中央ビル２階 (医       1) 平28. 1. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 3501641,184,7 耳鼻咽喉科たかじょう〒804-0094 093-871-6133髙城　謙治 髙城　謙治 平16. 8. 1耳い アレ 診療所
     クリニック 福岡県北九州市戸畑区天神１丁目常　勤:    1 新規 現存
     １２－６ (医       1) 平28. 8. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 3502641,185,4 三原クリニック 〒804-0083 093-881-1261三原　潤二 三原　潤二 平17. 8. 1内   整外 リハ診療所
     福岡県北九州市戸畑区旭町２番１常　勤:    2 交代 現存
     ４号 (医       2) 平29. 8. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 3503641,189,6 おうじ内科クリニック〒804-0064 093-873-8233王寺　俊陽 王寺　俊陽 平20. 5. 1内   診療所
     福岡県北九州市戸畑区沖台１－１常　勤:    1 新規 現存
     ０－２ (医       1) 平26. 5. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 3504641,190,4 しらいし耳鼻咽喉科ク〒804-0073 093-863-8741白石　剛 白石　剛 平20.11. 1耳い アレ 診療所
     リニック 福岡県北九州市戸畑区明治町３－常　勤:    1 新規 現存
     １９ (医       1) 平26.11. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 3505641,193,8 にし脳神経外科クリニ〒804-0064 093-873-0024医療法人クローバー　西　徹 平21. 4. 1脳外 神内 リハ診療所
     ック 福岡県北九州市戸畑区沖台１丁目常　勤:    1理事長　西　徹 組織変更 現存
     ６番３７号 (医       1) 平27. 4. 1
     非常勤:    3
     (医       3)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 3506641,194,6 さいきクリニック 〒804-0064 093-883-0111佐伯　修治 佐伯　修治 平21.12. 1外   消   内  診療所
     福岡県北九州市戸畑区沖台１－７常　勤:    1 新規 現存
     －１９ (医       1) 平27.12. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 3507641,196,1 しばた循環器内科クリ〒804-0082 093-873-5058金　清子（柴田清子）金　清子（柴田清子）平26. 2. 1循   内   診療所
     ニック 福岡県北九州市戸畑区新池１丁目常　勤:    1 新規 現存
     ７番１号 (医       1) 平26. 2. 1
     非常勤:    1
     (医       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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 3508641,197,9 かめざき内科クリニッ〒804-0021 093-873-1288亀﨑　文彦 亀﨑　文彦 平26. 4. 1内   循   診療所
     ク 福岡県北九州市戸畑区一枝二丁目常　勤:    1 新規 現存
     ３－３１ (医       1) 平26. 4. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 3509641,198,7 戸畑土井皮ふ科クリニ〒804-0067 093-881-0707医療法人戸畑土井皮ふ土井　尚 平27. 6. 1皮   アレ 診療所
     ック 福岡県北九州市戸畑区汐井町１番常　勤:    1科クリニック　理事長 組織変更 現存
     １号 (医       1)　土井　尚 平27. 6. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 3510641,199,5 一枝クリニック 〒804-0021 093-616-2812医療法人　有愛会　理江島　正義 平28. 6. 1耳い 小   精  診療所
     福岡県北九州市戸畑区一枝２－３常　勤:    2事長　檜垣　有世 新規 現存
     －２６ (医       2) 平28. 6. 1
     非常勤:    1
     (医       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 3511641,201,9 天籟寺かな皮ふ科クリ〒804-0064 093-873-1717小薗　可奈 小薗　可奈 平29. 6. 1皮   アレ 他  診療所
     ニック 北九州市戸畑区沖台１丁目１１－常　勤:    1 新規 現存
     ４ (医       1) 平29. 6. 1
     非常勤:    1
     (医       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 3512641,202,7 療養介護事業所　牧山〒804-0066 093-588-1040医療法人医和基会　理原口　宏之 平29. 6. 1一般        27病院
     (643,134,6) 療養院 北九州市戸畑区初音町１３－１３常　勤:    2事長　後藤　俊秀 新規 内   小   歯  現存
     (医       2) 平29. 6. 1歯外 
     非常勤:   15
     (医      10)
     (歯       5)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 3513641,203,5 大原小児科医院 〒804-0081 093-871-8522医療法人大原小児科医大原　延年 平29.12. 1小   診療所
     北九州市戸畑区千防一丁目１１番常　勤:    2院　理事長　大原　延 組織変更 現存
     ２０号 (医       2)年 平29.12. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 3514641,204,3 せぐち泌尿器科・皮ふ〒804-0023 093-873-8580医療法人葵碧会　理事 口　博史 平30. 1. 1ひ   皮   診療所
     科クリニック 北九州市戸畑区東鞘ケ谷町２番１常　勤:    1長　 口　博史 組織変更 現存
     ９号 (医       1) 平30. 1. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 3515641,205,0 戸畑こころともの忘れ〒804-0023 093-871-5566長　昭洋 長　昭洋 平30. 5. 1精   心内 内  診療所
     クリニック 北九州市戸畑区東鞘ケ谷町２－２常　勤:    1 新規 現存
     ５ (医       1) 平30. 5. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------



 医 療 機 関 番 号  医 療 機 関 名 称 医療機関所在地 開設者氏名 備  考管理者氏名項 番
指定年月日
登録理由
指定期間始

病床数
／

診療科名

電話番号
／

勤務医数

                 コード内容別医療機関一覧表

［平成30年 6月 1日現在　医科　　　現存／休止］ 平成30年 6月 1日作成   399 頁

 3516641,913,9 戸畑共立病院 〒804-0093 093-871-5421社会医療法人共愛会　今村　鉄男 平20. 5. 4一般 地域支援
     (643,809,3) 福岡県北九州市戸畑区沢見二丁目常　勤:   60理事長　下河邉　智久 移動     一般   218病院
     ５番１号 (医      56) 平26. 5. 4内   外   整外現存
     (歯       4) 脳外 消   呼内
     非常勤:   71 眼   循   麻  
     (医      71) 放   精   ひ  
     リハ 皮   歯  
     歯外 呼外 形外
     病理 救命 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 3517641,916,2 戸畑けんわ病院 〒804-0082 093-881-8181公益財団法人健和会　二見　哲夫 平15. 9. 1一般 病院
     福岡県北九州市戸畑区新池１丁目常　勤:   11理事長　三宅　昌 移動     一般   105現存
     ５番５号 (医      11) 平27. 9. 1療養
     非常勤:   24     療養   198
     (医      24) 内   循   消  
     呼   外   整外
     放   リハ ひ  
     こう 皮   神内
     形外 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 3518641,917,0 医療法人　安田整形外〒804-0081 093-871-2257医療法人　安田整形外安田　廣海 平元. 5. 1一般        19診療所
     科医院 福岡県北九州市戸畑区千防３丁目常　勤:    1科医院　理事長　安田 整外 形外 リハ現存
     １１－２７ (医       1)　廣海 平28. 5. 1皮   リウ 
     非常勤:    1
     (医       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 3519641,918,8 医療法人　親和会　天〒804-0094 093-871-7871医療法人親和会　理事菅　朗 平14. 3.25一般        19診療所
     神クリニック 福岡県北九州市戸畑区天神１丁目常　勤:    5長　菅　朗 移動 内   循   消  現存
     ９－７ (医       5) 平26. 3.25リハ 
     非常勤:    1
     (薬       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 3520641,919,6 医療法人　池園医院 〒804-0011 093-871-2068医療法人　池園医院　池園　友 平26. 3.24内   胃   循  診療所
     福岡県北九州市戸畑区中原西三丁常　勤:    2理事長　池園　洋 移動 現存
     目２番１０号 (医       2) 平26. 3.24
     非常勤:    1
     (医       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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 3521641,921,2 戸畑総合病院 〒804-0025 093-871-2760医療法人　医和基会　齋藤　和義 平28. 7.17一般       193病院
     (643,803,6) 北九州市戸畑区福柳木一丁目３番常　勤:   34理事長　後藤　俊秀 移動 内   呼内 循  現存
     ３３号 (医      28) 平28. 7.17消   神内 リウ
     (歯       4) 外   呼外 整外
     (薬       2) 脳外 心外 形外
     非常勤:   58 小   皮   耳い
     (医      53) ひ   眼   産婦
     (歯       5) リハ 放   麻  
     歯   歯外 他  
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 3522641,923,8 医療法人岩永医院 〒804-0043 093-871-6381医療法人岩永医院　理岩永　晋 平 3. 3. 1内   消   循  診療所
     福岡県北九州市戸畑区観音寺町１常　勤:    3事長　岩永　浩三 小   リハ 放  現存
     －１ (医       2) 平30. 3. 1
     (薬       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 3523641,925,3 医療法人健愛会　下河〒804-0041 093-881-4410医療法人健愛会　下河下河辺　建彦 平 8. 5. 1整外 診療所
     辺医院 福岡県北九州市戸畑区天籟寺１丁常　勤:    1辺医院　理事長　下河 移動 現存
     目３番５号 (医       1)辺　建彦 平29. 5. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 3524641,928,7 医療法人　日野内科医〒804-0025 093-883-0001医療法人　日野内科医日野　雄二 平 7. 5. 1内   消   循  診療所
     院 福岡県北九州市戸畑区福柳木１－常　勤:    1院　理事長　日野　雄 組織変更 リハ 現存
     ３－１ (医       1)二 平28. 5. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 3525641,932,9 医療法人藤誠会　後藤〒804-0081 093-883-1510医療法人藤誠会　後藤後藤　誠一 平19. 7. 1内   小外 外  診療所
     クリニック 福岡県北九州市戸畑区千防１丁目常　勤:    1クリニック　理事長　 移動 リハ 現存
     １番２０号－１０１ (医       1)後藤　誠一 平25. 7. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 3526641,933,7 戸畑リハビリテーショ〒804-0092 093-861-1500社会医療法人共愛会　剣持　邦彦 平15. 2.11療養 病院
     ン病院 福岡県北九州市戸畑区小芝二丁目常　勤:   15理事長　下河邉　智久 移動     療養    94現存
     ４番３１号 (医      14) 平27. 2.11一般
     (薬       1)     一般    60
     非常勤:   14 リハ 内   麻  
     (医      14)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 3527641,934,5 とばたクリニック 〒804-0092 093-871-6025医療法人共愛会　理事江口　俊郎 平20. 5. 4一般 診療所
     福岡県北九州市戸畑区小芝２丁目常　勤:    2長　下河邉　智久 移動     一般    19現存
     ５番１号 (医       1) 平26. 5. 4内   外   放  
     (薬       1)
     非常勤:    5
     (医       5)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 3528641,935,2 医療法人きとう胃腸科〒804-0062 093-871-3354医療法人きとう胃腸科木藤　洋一 平15. 4. 1胃   内   小  診療所
     内科クリニック 福岡県北九州市戸畑区浅生三丁目常　勤:    1内科クリニック　理事 組織変更 アレ 現存
     １１番１１号 (医       1)長　木藤　洋一 平27. 4. 1
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 3529641,936,0 医療法人眞帆会あかさ〒804-0021 093-873-1002医療法人眞帆会　理事髙山　俊弥 平28. 2. 1一般 診療所
     やレディスクリニック福岡県北九州市戸畑区一枝二丁目常　勤:    1長　髙山　俊弥 移動     一般    13現存
     ３番２５号 (医       1) 平28. 2. 1産婦 麻   
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 3530641,937,8 こぶしメンタルクリニ〒804-0061 093-873-6116医療法人　こぶしメン重富　裕司 平18. 1. 5心内 精   診療所
     ック 福岡県北九州市戸畑区中本町８番常　勤:    1タルクリニック　理事 その他 現存
     １４号 (医       1)長　重富　裕司 平30. 1. 5
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 3531641,940,2 明治町クリニック 〒804-0073 093-871-3655社会医療法人共愛会　佐々木　英 平21.12. 1整外 外   内  診療所
     福岡県北九州市戸畑区明治町１０常　勤:    3理事長　下河辺　智久 その他 消   ひ   療養病床
     番１８号 (医       3) 平27.12. 1 現存
     非常勤:    2
     (医       2)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 3532642,155,6 幸町外科医院 〒804-0081 093-871-2518田中　公晴 田中　公晴 平元. 2. 2一般        15診療所
     福岡県北九州市戸畑区千防３丁目常　勤:    1 外   循   呼外現存
     ６－１９ (医       1) 平28. 2. 1ひ   こう 整外
     非常勤:    1 皮   リハ 消  
     (医       1) 放   他   
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 3533651,099,4 大村内科医院 〒808-0032 093-761-0710大村　健 大村　健 昭45. 7. 1内   診療所
     福岡県北九州市若松区老松１丁目常　勤:    1 現存
     ７－２２ (医       1) 平24. 7. 1
     非常勤:    1
     (医       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 3534651,105,9 こむら小児科 〒808-0005 093-771-3133古村　進 古村　進 昭47. 2. 1小   診療所
     福岡県北九州市若松区下原町７－常　勤:    2 現存
     １３ (医       2) 平29. 2. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 3535651,114,1 大安部外科医院 〒808-0014 093-751-3572安部　敬雄 安部　敬雄 昭58. 7. 7外   胃   リハ診療所
     福岡県北九州市若松区栄盛川町４常　勤:    1 現存
     番１９号 (医       1) 平28. 7. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 3536651,129,9 田中クリニック 〒808-0104 093-791-6675田中　裕 田中　裕 平 7. 4.10内   消   診療所
     福岡県北九州市若松区畠田３－２常　勤:    1 移動 現存
     －９ (医       1) 平28. 4.10
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 3537651,135,6 江口皮フ科クリニック〒808-0146 093-742-0012江口　一彦 江口　一彦 平16.11. 4皮   診療所
     福岡県北九州市若松区高須西１丁常　勤:    1 移動 現存
     目２－４４ (医       1) 平28.11. 4
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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 3538651,145,5 本町皮膚科スキンクリ〒808-0034 093-761-2293丸山　剛 丸山　剛 平 8. 7. 1皮   診療所
     ニック 福岡県北九州市若松区本町３丁目常　勤:    1 新規 現存
     ４ー１１ (医       1) 平29. 7. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 3539651,148,9 つだこどもクリニック〒808-0034 093-761-2577津田　恵次郎 津田　恵次郎 平 8.11. 1小   内   アレ診療所
     福岡県北九州市若松区本町１丁目常　勤:    1 その他 現存
     ７番４４号 (医       1) 平29.11. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 3540651,153,9 金﨑耳鼻咽喉科医院 〒808-0102 093-772-5557金﨑　幹人 金﨑　幹人 平16. 4. 1耳い アレ 診療所
     福岡県北九州市若松区東二島４－常　勤:    1 移動 現存
     ７－５ (医       1) 平28. 4. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 3541651,154,7 西尾皮フ科クリニック〒808-0025 093-752-1211西尾　達己 西尾　達己 平 9. 5. 1皮   診療所
     福岡県北九州市若松区中川町９ー常　勤:    1 新規 現存
     １４若松中央ビル (医       1) 平30. 5. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 3542651,156,2 渡辺眼科医院 〒808-0014 093-752-2382渡邊　康子 渡邊　康子 平10. 4. 1眼   診療所
     福岡県北九州市若松区栄盛川町２常　勤:    1 新規 現存
     －２９ (医       1) 平28. 4. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 3543651,158,8 にしひ尿器科皮ふ科ク〒808-0005 093-752-5551西　昇平 西　昇平 平11. 1. 1ひ   皮   診療所
     リニック 福岡県北九州市若松区下原町３番常　勤:    1 新規 現存
     ２３号 (医       1) 平29. 1. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 3544651,160,4 品川産婦人科医院 〒808-0103 093-791-3841品川　裕利 品川　裕利 平12. 5. 1一般         9診療所
     福岡県北九州市若松区二島一丁目常　勤:    1 新規 産婦 現存
     １番３３号 (医       1) 平30. 5. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 3545651,163,8 大隈医院 〒808-0064 093-771-3023大隈　健司 大隈　健司 平12.10. 1内   小   消  診療所
     福岡県北九州市若松区宮丸２丁目常　勤:    1 交代 リハ 現存
     １６番３号 (医       1) 平24.10. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 3546651,164,6 すずき小児科クリニッ〒808-0035 093-752-1588鈴木　裕三 鈴木　裕三 平13. 4. 1小   診療所
     ク 福岡県北九州市若松区白山２丁目常　勤:    1 新規 現存
     ７－６ (医       1) 平25. 4. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 3547651,166,1 青葉クリニック 〒808-0144 093-742-4893田中　信介 田中　信介 平15. 1. 1整外 リハ リウ診療所
     福岡県北九州市若松区高須東２丁常　勤:    1 新規 現存
     目９－１４ (医       1) 平27. 1. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 3548651,168,7 村井クリニック 〒808-0105 093-791-0660村井　一郎 村井　一郎 平17. 4. 1内   神内 胃  診療所
     福岡県北九州市若松区鴨生田１丁常　勤:    1 交代 現存
     目１番３０号 (医       1) 平29. 4. 1
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 3549651,169,5 疋田医院 〒808-0102 093-701-2700疋田　茂樹 疋田　茂樹 平18. 1.25外   小   内  診療所
     福岡県北九州市若松区東二島１丁常　勤:    1 交代 整外 皮   胃  現存
     目６の１８ (医       1) 平30. 1.25
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 3550651,171,1 佐藤医院 〒808-0105 093-791-0642佐藤　公一 佐藤　公一 平18.12. 1内   外   心内診療所
     福岡県北九州市若松区鴨生田２丁常　勤:    1 交代 消   現存
     目９－１２ (医       1) 平24.12. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 3551651,173,7 としみつ整形外科医院〒808-0025 093-752-3001利光　哲也 利光　哲也 平20. 1. 1整外 リウ リハ診療所
     福岡県北九州市若松区中川町９－常　勤:    1 新規 現存
     １４ (医       1) 平26. 1. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 3552651,175,2 ながた内科クリニック〒808-0144 093-742-7770医療法人　ながた内科永田　一彦 平21. 1. 1内   リハ 診療所
     福岡県北九州市若松区高須東４丁常　勤:    1クリニック　理事長　 組織変更 現存
     目３番１号 (医       1)永田　一彦 平27. 1. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 3553651,176,0 医療法人　徹滋会　北〒808-0035 093-761-4696医療法人　徹滋会　北北﨑　滋彦 平22. 6. 1一般        13診療所
     﨑医院 福岡県北九州市若松区白山一丁目常　勤:    2﨑医院　理事長　北﨑 交代 療養         2現存
     ２番２１号 (医       2)　滋彦 平28. 6. 1内   消   
     非常勤:    2
     (医       2)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 3554651,178,6 三好内科循環器内科ク〒808-0131 093-742-1200医療法人　福筑会　理三好　恵 平24.10. 1内   循   神内診療所
     リニック 福岡県北九州市若松区塩屋二丁目常　勤:    1事長　三好　恵 新規 リハ 現存
     １番７号 (医       1) 平24.10. 1
     非常勤:    1
     (医       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 3555651,179,4 なかの麻酔科・内科ク〒808-0103 093-791-8011医療法人なかの麻酔科中野　健児 平24.12. 1麻   内   リハ診療所
     リニック 福岡県北九州市若松区二島二丁目常　勤:    1・内科クリニック　理 組織変更 現存
     ２番１４号 (医       1)事長　中野　健児 平24.12. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 3556651,181,0 あけだ内科医院 〒808-0142 093-742-0080医療法人　あけだ内科明田　憲昌 平27. 1. 1内   胃   リハ診療所
     福岡県北九州市若松区青葉台南二常　勤:    1医院　理事長　明田　 組織変更 放   現存
     丁目１７－１１ (医       1)憲昌 平27. 1. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 3557651,182,8 あかさきホームクリニ〒808-0003 093-751-3356医療法人　晃輝会　理古永　晃彦 平27. 4. 1外   内   診療所
     ック 福岡県北九州市若松区赤崎町１０常　勤:    1事長　古永　晃彦 新規 現存
     －１ (医       1) 平27. 4. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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 3558651,183,6 医療法人　今光会　今〒808-0071 093-791-2200医療法人　今光会　理小山　倫浩 平27. 4. 1内   外   リハ診療所
     (653,130,1) 光ホームケアクリニッ福岡県北九州市若松区今光１－９常　勤:    1事長　小山　倫浩 組織変更 呼内 呼外 歯  現存
     ク －１０ (医       1) 平27. 4. 1
     非常勤:    4
     (医       4)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 3559651,184,4 たかす心療クリニック〒808-0145 093-742-2608医療法人　三芳会　理大森　治 平27.11. 1精   心内 診療所
     福岡県北九州市若松区高須南２丁常　勤:    1事長　三根　浩一郎 新規 現存
     目１番３０号 (医       1) 平27.11. 1
     非常勤:    1
     (医       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 3560651,185,1 おおくら耳鼻咽喉科 〒808-0131 093-742-8733医療法人　Ｌｉｖｅ　大蔵　謙治 平28. 9. 1耳い 診療所
     北九州市若松区大字塩屋５６２番常　勤:    1ｌｏｎｇ　理事長　栗 新規 現存
     地（学研北部地区１００街区３）(医       1)田　知幸 平28. 9. 1
     非常勤:    1
     (医       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 3561651,186,9 若松おの眼科 〒808-0034 093-761-3780医療法人若潮会　理事小野　英樹 平29. 1. 1眼   診療所
     北九州市若松区本町三丁目７番９常　勤:    1長　小野　英樹 組織変更 現存
     号 (医       1) 平29. 1. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 3562651,187,7 医療法人萩原クリニッ〒808-0145 093-741-2300医療法人高須会　理事萩原　弘 平29. 4. 1一般        19診療所
     ク 北九州市若松区高須南二丁目３番常　勤:    2長　 原　盛男 組織変更 内   整外 リハ現存
     ８号 (医       2) 平29. 4. 1外   小   麻  
     放   皮   
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 3563651,912,8 医療法人三芳会　若戸〒808-0132 093-742-2000医療法人　三芳会　理三根　弘之 昭53. 8. 1精神       178病院
     病院 福岡県北九州市若松区大字小敷１常　勤:    6事長　三根　浩一郎 その他      50現存
     ４６ (医       4) 平29. 8. 1精   神   呼  
     (薬       2) 内   皮   リハ
     非常勤:   21
     (医      20)
     (薬       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 3564651,913,6 北九州市立若松休日急〒808-0074 093-771-9989北九州市長　北橋　健沖　勉 平11.12. 1内   小   診療所
     患診療所 福岡県北九州市若松区藤ノ木二丁常　勤:    3治 移動 現存
     目１番２９号 (医       3) 平29.12. 1
     非常勤:   30
     (医      30)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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 3565651,914,4 医療法人　若愛会　山〒808-0005 093-771-0155医療法人若愛会　理事山内　孝 平元. 6. 1内   胃   診療所
     内クリニック 福岡県北九州市若松区下原町９－常　勤:    1長　山内　孝 現存
     １３ (医       1) 平28. 6. 1
     非常勤:    7
     (医       7)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 3566651,917,7 医療法人　中村医院 〒808-0073 093-761-2586医療法人　中村医院　中村　和生 平元. 9. 1内   循   診療所
     福岡県北九州市若松区赤島町６－常　勤:    2理事長　中村　和生 現存
     １１ (医       2) 平28. 9. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 3567651,918,5 医療法人　吉澤医院 〒808-0026 093-761-2263医療法人吉澤医院　理吉澤　直之 平元. 9. 1内   消   小  診療所
     福岡県北九州市若松区桜町１０－常　勤:    2事長　吉澤　直之 現存
     ２ (医       2) 平28. 9. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 3568651,919,3 医療法人　増田内科リ〒808-0031 093-761-4268医療法人　増田内科リ増田　美穂 平 2. 3. 1内   リウ リハ診療所
     ウマチ科医院 福岡県北九州市若松区西園町３－常　勤:    1ウマチ科医院　理事長 現存
     ２ (医       1)　増田　美穂 平29. 3. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 3569651,920,1 医療法人　弘生会　村〒808-0103 093-791-0552医療法人　弘生会　村村上　吉博 平 2. 3. 1胃   外   こう診療所
     上外科胃腸科医院 福岡県北九州市若松区二島３丁目常　勤:    1上外科胃腸科医院　理 現存
     ２－４２ (医       1)事長　村上　吉博 平29. 3. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 3570651,921,9 医療法人　大北内科・〒808-0034 093-771-4224医療法人　大北内科医大北　卓 平 6.10. 1内   循   診療所
     循環器科医院 福岡県北九州市若松区本町２丁目常　勤:    1院　理事長　大北　卓 移動 現存
     １０－８ (医       1) 平24.10. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 3571651,922,7 医療法人渡辺耳鼻咽喉〒808-0034 093-761-2708医療法人渡辺耳鼻咽喉渡邉　宏 平 8.11. 1耳い 気食 アレ診療所
     科医院 福岡県北九州市若松区本町３丁目常　勤:    1科医院　理事長　渡邉 移動 現存
     ２番９号 (医       1)　宏 平29.11. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 3572651,923,5 医療法人住田病院 〒808-0122 093-741-1301医療法人　住田病院　住田　靖尚 平 3. 9. 1精神       169病院
     福岡県北九州市若松区大字蜑住１常　勤:    7理事長　住田　靖尚 その他      40現存
     ４３５ (医       6) 平24. 9. 1精   神   内  
     (薬       1) リハ 
     非常勤:   22
     (医      21)
     (薬       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 3573651,924,3 医療法人　広正会　廣〒808-0076 093-791-0866医療法人　広正会　廣廣澤　利彦 平 3. 9. 1内   循   放  診療所
     澤医院 福岡県北九州市若松区童子丸２丁常　勤:    3澤医院　理事長　廣澤 現存
     目２－２３ (医       3)　利彦 平24. 9. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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 3574651,925,0 医療法人　松島医院 〒808-0147 093-741-3003医療法人　松島医院　松島　敏夫 平 4. 7. 1内   循   小  診療所
     福岡県北九州市若松区高須北３丁常　勤:    1理事長　松島　敏夫 現存
     目１－４６ (医       1) 平28. 7. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 3575651,926,8 医療法人田中医院 〒808-0024 093-771-4430医療法人　田中医院　田中　一明 平 5. 4. 1内   胃   診療所
     福岡県北九州市若松区浜町２丁目常　勤:    1理事長　田中　一明 現存
     ３－１３ (医       1) 平29. 4. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 3576651,927,6 みやかわファミリーク〒808-0146 093-741-5567医療法人陽鈴会　理事宮川　隆之 平 5.12. 1小   内   アレ診療所
     リニック 福岡県北九州市若松区高須西１丁常　勤:    1長　宮川　隆之 組織変更 小児消化器・肝現存
     目２－３４ (医       1) 平29.12. 1臓内科
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 3577651,928,4 医療法人　あべ内科循〒808-0104 093-791-6600医療法人　あべ内科循安部　晋之介 平 8. 4. 1内   循   小  診療所
     環器科クリニック 福岡県北九州市若松区畠田三丁目常　勤:    1環器科クリニック　理 組織変更 リハ 呼   現存
     ４番９号 (医       1)事長　安部　晋之介 平29. 4. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 3578651,929,2 医療法人　末吉脳神経〒808-0144 093-742-3221医療法人　末吉脳神経末吉　信之 平10. 9. 1脳外 神内 診療所
     外科医院 福岡県北九州市若松区高須東四丁常　勤:    1外科医院　理事長　末 移動 現存
     目３番３４号 (医       1)吉　信之 平28. 9. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 3579651,930,0 医療法人　北尾耳鼻咽〒808-0144 093-742-0330医療法人　北尾耳鼻咽北尾　健二郎 平 8.12. 1耳い アレ 診療所
     喉科医院 福岡県北九州市若松区高須東３丁常　勤:    1喉科医院　理事長　北 組織変更 現存
     目１３番７号 (医       1)尾　健二郎 平29.12. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 3580651,931,8 医療法人　秀英会　新〒808-0102 093-791-7111医療法人　秀英会　新新庄　信英 平 9. 8. 1整外 リハ リウ診療所
     庄整形外科医院 福岡県北九州市若松区東二島四丁常　勤:    1庄整形外科医院　理事 組織変更 脳外 現存
     目４番１号 (医       1)長　新庄　信英 平24. 8. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 3581651,932,6 古前まつお医院 〒808-0062 093-761-5555医療法人　悠帆会　理松尾　武徳 平 9.12. 1内   小   診療所
     福岡県北九州市若松区古前一丁目常　勤:    1事長　松尾　武徳 組織変更 現存
     １２番３号 (医       1) 平27.12. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 3582651,933,4 医療法人　むらかみ眼〒808-0144 093-742-3777医療法人　むらかみ眼村上　忠正 平12. 6. 1眼   診療所
     科医院 福岡県北九州市若松区高須東３丁常　勤:    2科医院　理事長　村上 移動 現存
     目１３番１０号 (医       2)　忠正 平30. 6. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 3583651,934,2 森内科小児科医院 〒808-0103 093-791-8321医療法人　モリ　理事森　一郎 平10. 5. 1内   呼   循  診療所
     福岡県北九州市若松区二島５丁目常　勤:    1長　森　真由美 交代 リハ 小   現存
     ４番６１号 (医       1) 平28. 5. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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 3584651,935,9 青葉台病院 〒808-0141 093-742-1666医療法人　永眞会　理永田　貴久 平10. 7. 1一般        48病院
     福岡県北九州市若松区青葉台東一常　勤:    7事長　永田　眞人 移動 内   呼   循  現存
     丁目１番１号 (医       7) 平28. 7. 1胃   リハ 放  
     非常勤:   32
     (医      32)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 3585651,936,7 医療法人　優和会　こ〒808-0005 093-751-6200医療法人　優和会　こ古賀　雅之 平10.12. 1整外 外   リウ診療所
     が医院 福岡県北九州市若松区下原町４番常　勤:    1が医院　理事長　古賀 組織変更 リハ 現存
     １１号 (医       1)　雅之 平28.12. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 3586651,937,5 医療法人　さいとう＆〒808-0042 093-752-1345医療法人　さいとう＆斎藤　猛彦 平10.12. 1胃   呼   外  診療所
     さめしまクリニック 福岡県北九州市若松区棚田町１１常　勤:    1さめしまクリニック　 組織変更 リハ 整外 現存
     －１３ (医       1)理事長　鮫島　秀一 平28.12. 1
     非常勤:    4
     (医       4)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 3587651,938,3 医療法人　三木クリニ〒808-0053 093-761-1234医療法人　三木クリニ三木　茂生 平11. 4. 1外   内   胃  診療所
     ック 福岡県北九州市若松区修多羅２丁常　勤:    1ック　理事長　三木　 組織変更 リハ アレ こう現存
     目１番３号 (医       1)茂生 平29. 4. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 3588651,939,1 医療法人　翔寿会　た〒808-0144 093-741-5655医療法人　翔寿会　た田中　邦彦 平11. 4. 1整外 リウ リハ診療所
     なか整形外科医院 福岡県北九州市若松区高須東４丁常　勤:    1なか整形外科医院　理 組織変更 現存
     目２番４３号 (医       1)事長　田中　邦彦 平29. 4. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 3589651,940,9 医療法人青天会　ひろ〒808-0146 093-742-5010医療法人青天会　ひろ廣田　正幸 平11.12. 1一般        16診療所
     た産婦人科クリニック福岡県北九州市若松区高須西一丁常　勤:    2た産婦人科クリニック 組織変更 産   婦   現存
     目１番１４号 (医       2)　理事長　廣田　正幸 平29.12. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 3590651,941,7 皮ふのクリニックふた〒808-0103 093-772-5012医療法人皮ふのクリニ西尾　大介 平29. 4. 1皮   アレ 診療所
     じま 北九州市若松区二島五丁目１番４常　勤:    1ックふたじま　理事長 移動 現存
     ２号 (医       1)　西尾　大介 平29. 4. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 3591651,942,5 医療法人　あまもと小〒808-0144 093-742-1661医療法人　あまもと小天本　祐輔 平12. 1. 1小   内   診療所
     児科医院 福岡県北九州市若松区高須東４丁常　勤:    1児科医院　理事長　天 組織変更 現存
     目２番３号 (医       1)本　祐輔 平30. 1. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 3592651,944,1 医療法人久保内科消化〒808-0145 093-742-3002医療法人久保内科消化久保　達哉 平12.11. 9内   消   リハ診療所
     器科医院 福岡県北九州市若松区高須南１丁常　勤:    1器科医院　理事長　久 組織変更 現存
     目８番３５号 (医       1)保　達哉 平24.11. 9
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 3593651,945,8 医療法人　吉田胃腸科〒808-0063 093-752-5557医療法人　吉田胃腸科吉田　 亮 平13.12. 1胃   内   診療所
     内科医院 福岡県北九州市若松区和田町１６常　勤:    1内科医院　理事長　吉 組織変更 現存
     －２ (医       1)田　 亮 平25.12. 1
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 3594651,946,6 医療法人　手島内科医〒808-0071 093-791-0909医療法人　手島内科医手島　久文 平13.12. 1内   診療所
     院 福岡県北九州市若松区今光１丁目常　勤:    1院　理事長　手島　久 組織変更 現存
     １０－５ (医       1)文 平25.12. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 3595651,947,4 医療法人いまい医院 〒808-0035 093-761-2502医療法人いまい医院　今井　慎 平15. 2. 1内   呼   循  診療所
     福岡県北九州市若松区白山１丁目常　勤:    1理事長　今井　慎 組織変更 リハ 小   現存
     １７－２５ (医       1) 平27. 2. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 3596651,948,2 医療法人　二島医院 〒808-0102 093-791-1855医療法人　二島医院　武　彰 平17.10.19内   外   小  診療所
     福岡県北九州市若松区東二島４－常　勤:    1理事長　武　彰 移動 リハ 現存
     １－１１ (医       1) 平29.10.19
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 3597651,949,0 芳野病院 〒808-0034 093-751-2606医療法人寿芳会　理事芳野　元 平15. 8. 1一般       106病院
     福岡県北九州市若松区本町二丁目常　勤:   11長　芳野　元 組織変更 療養        37現存
     １５番６号 (医      11) 平27. 8. 1外   内   消  
     非常勤:   49 循   整外 脳外
     (医      49) リハ 透析 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 3598651,950,8 医療法人　山元泌尿器〒808-0144 093-741-0102医療法人　山元泌尿器山元　明治 平17. 4. 1ひ   内   診療所
     科医院 福岡県北九州市若松区高須東４丁常　勤:    1科医院　理事長　山元 組織変更 現存
     目２ー４３ (医       1)　明治 平29. 4. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 3599651,951,6 医療法人　鈴木眼科ク〒808-0102 093-772-5315医療法人　鈴木眼科ク鈴木　亨 平17. 6. 1一般         3診療所
     リニック 福岡県北九州市若松区東二島４丁常　勤:    1リニック　理事長　鈴 組織変更 眼   現存
     目７番１号 (医       1)木　亨 平29. 6. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 3600651,952,4 医療法人　さかい内科〒808-0034 093-751-2790医療法人　さかい内科坂井　二郎 平18. 4. 1一般 診療所
     呼吸器科医院 福岡県北九州市若松区本町三丁目常　勤:    1呼吸器科医院　理事長 組織変更     一般    19現存
     ４番１０号 (医       1)　坂井　二郎 平30. 4. 1内   呼   リハ
     非常勤:   11
     (医      11)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 3601651,953,2 医療法人　桃坂クリニ〒808-0103 093-772-5811医療法人　桃坂クリニ桃坂　泰寛 平19. 1. 1内   消   リハ診療所
     ック 福岡県北九州市若松区二島５丁目常　勤:    1ック　理事長　桃坂　 組織変更 現存
     ２０番６号 (医       1)泰寛 平25. 1. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 3602651,954,0 産業医科大学若松病院〒808-0024 093-761-0090学校法人　産業医科大酒井　昭典 平23. 4. 1一般       150病院
     福岡県北九州市若松区浜町１丁目常　勤:   49学　理事長　森山　寛 交代 内   循   消  現存
     １７番１号 (医      49) 平29. 4. 1小   外   整外
     非常勤:  297 脳外 皮   ひ  
     (医     297) 産婦 眼   耳い
     リハ 精   放  
     麻   
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 3603651,955,7 医療法人　川上醫院 〒808-0064 093-761-3878医療法人　川上醫院　川上　治 平23. 4. 1内   胃   診療所
     福岡県北九州市若松区宮丸１丁目常　勤:    1理事長　川上　治 組織変更 現存
     ２－３２ (医       1) 平29. 4. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 3604661,244,4 中村外科医院 〒807-0824 093-691-2626中村　靖 中村　靖 昭39. 7. 1胃   外   診療所
     福岡県北九州市八幡西区光明１丁常　勤:    1 現存
     目８－１１ (医       1) 平24. 7. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 3605661,335,0 綾部医院 〒807-0831 093-691-4603綾部　虔二 綾部　虔二 昭43. 4. 1内   小   診療所
     福岡県北九州市八幡西区則松４丁常　勤:    3 現存
     目１６－１１ (医       2) 平24. 7. 1
     (薬       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 3606661,346,7 川越産婦人科クリニッ〒806-0055 093-631-2753川越　忠篤 川越　忠篤 昭43. 9. 1一般         9診療所
     ク 福岡県北九州市八幡西区幸神４丁常　勤:    1 産婦 リハ 現存
     目２－３５ (医       1) 平28. 9. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 3607661,380,6 小野外科内科医院 〒805-0014 093-651-2249小野　正憲 小野　正憲 昭45.11. 1一般    診療所
     福岡県北九州市八幡東区茶屋町１常　勤:    1 内   外   現存
     －１ (医       1) 平24.11. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 3608661,443,2 山本皮膚科 〒807-0843 093-611-0531山本　慶一郎 山本　慶一郎 平18. 1. 5皮   診療所
     福岡県北九州市八幡西区三ケ森３常　勤:    2 移動 現存
     －２－３３ (医       2) 平30. 1. 5
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 3609661,461,4 胃腸科外科森医院 〒805-0019 093-662-2126森　榮秀 森　榮秀 昭52. 9. 1一般    診療所
     福岡県北九州市八幡東区中央２丁常　勤:    1 胃   外   現存
     目２番６号 (医       1) 平28. 9. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 3610661,469,7 浜崎病院 〒807-0082 093-613-1919浜崎　靖 浜崎　靖 昭53. 4. 1療養        46病院
     福岡県北九州市八幡西区小嶺台１常　勤:    2 呼   消   循  現存
     丁目１番１５号 (医       2) 平29. 4. 1外   こう 
     非常勤:    3
     (医       3)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 3611661,501,7 青山中央外科病院 〒806-0043 093-642-0070松本　八州人 松本　八州人 昭56.11. 1一般        60病院
     福岡県北九州市八幡西区青山１丁常　勤:    3 呼   胃   外  現存
     目７番２号 (医       3) 平29.11. 1整外 こう リハ
     非常勤:    1
     (医       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 3612661,516,5 井上産婦人科医院 〒805-0049 093-671-2195井上　功 井上　功 昭58. 7. 8一般 診療所
     福岡県北九州市八幡東区末広町３常　勤:    1     一般     5現存
     －６ (医       1) 平28. 7. 1産   婦   
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 3613661,520,7 阿南内科医院 〒806-0025 093-631-0050阿南　郷一郎 阿南　郷一郎 昭58.12. 1内   呼   消  診療所
     福岡県北九州市八幡西区東神原町常　勤:    1 循   現存
     １－４ (医       1) 平28.12. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 3614661,525,6 熊手町クリニック 〒806-0028 093-642-3188吉本　哲郎 吉本　哲郎 昭60. 1. 1内   精   神  診療所
     福岡県北九州市八幡西区熊手１丁常　勤:    1 現存
     目２－２６花田ビル (医       1) 平30. 1. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 3615661,553,8 村上医院 〒806-0023 093-642-1230村上　昌伸 村上　昌伸 昭62. 9. 1内   胃   循  診療所
     福岡県北九州市八幡西区八千代町常　勤:    1 現存
     １２－９ (医       1) 平29. 9. 1
     非常勤:    1
     (医       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 3616661,565,2 井上産婦人科クリニッ〒806-0021 093-621-5608井上　俊司 井上　俊司 平元. 7. 1産婦 診療所
     ク 福岡県北九州市八幡西区黒崎１丁常　勤:    1 現存
     目３－４ (医       1) 平28. 7. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 3617661,570,2 田代医院 〒807-1146 093-617-0032田代　弘一 田代　弘一 平 2. 2. 6内   消   外  診療所
     福岡県北九州市八幡西区楠橋下方常　勤:    1 リハ 現存
     ２－１－１ (医       1) 平29. 2. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 3618661,571,0 権田耳鼻咽喉科医院 〒805-0061 093-671-6351徳田　洋子 徳田　洋子 平 2. 3. 1耳い 診療所
     福岡県北九州市八幡東区西本町４常　勤:    1 現存
     丁目１０－１４ (医       1) 平29. 3. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 3619661,575,1 セントマザー産婦人科〒807-0825 093-601-2000田中　温 田中　温 平 2. 4. 1一般        19診療所
     医院 福岡県北九州市八幡西区折尾４丁常　勤:    5 産   婦   現存
     目９－１２ (医       5) 平29. 4. 1
     非常勤:    3
     (医       3)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 3620661,583,5 林田クリニック 〒806-0028 093-645-0575林田　正人 林田　正人 平 2.11. 1内   精   神  診療所
     福岡県北九州市八幡西区熊手３丁常　勤:    1 現存
     目３－１０ＫＲビル４階 (医       1) 平29.11. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 3621661,585,0 香西洋クリニック 〒806-0021 093-645-3355香西　洋 香西　洋 平11. 3.24精   神内 心内診療所
     福岡県北九州市八幡西区黒崎４丁常　勤:    1 移動 現存
     目１－５ (医       1) 平29. 3.24
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 3622661,586,8 福地内科循環器科医院〒807-0071 093-613-5852福地　靖範 福地　靖範 平 3. 2. 1一般 診療所
     福岡県北九州市八幡西区上の原４常　勤:    1     一般    16現存
     丁目１９－１１ (医       1) 平30. 2. 1内   循   小  
     リハ 
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 3623661,591,8 松井医院 〒805-0031 093-651-8884松井　岩美 松井　岩美 平 3. 5. 1内   胃   小  診療所
     福岡県北九州市八幡東区槻田１丁常　勤:    1 現存
     目１－１ (医       1) 平30. 5. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 3624661,593,4 村上内科クリニック 〒807-0828 093-691-6900村上　哲志 村上　哲志 平 3.11. 1内   消   診療所
     福岡県北九州市八幡西区友田２丁常　勤:    1 現存
     目４－２２ (医       1) 平24.11. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 3625661,596,7 田中外科胃腸科医院 〒805-0061 093-662-0137田中　信之 田中　信之 平 4. 1. 1胃   外   整外診療所
     福岡県北九州市八幡東区西本町４常　勤:    1 現存
     丁目９－１３ (医       1) 平28. 1. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 3626661,613,0 サンビル植村内科クリ〒806-0021 093-645-2050植村　昭男 植村　昭男 平 5. 4. 1内   放   診療所
     ニック 福岡県北九州市八幡西区黒崎１丁常　勤:    1 現存
     目５－７サンビル５Ｆ (医       1) 平29. 4. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 3627661,620,5 医療法人　野見山医院〒805-0067 093-671-3101医療法人　野見山医院野見山　朋彦 平 5. 8. 1皮   ひ   診療所
     福岡県北九州市八幡東区祇園２丁常　勤:    2　理事長　野見山　朋 組織変更 現存
     目１２－９ (医       2)彦 平29. 8. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 3628661,621,3 医療法人　西村医院 〒807-1141 093-617-0298医療法人　西村医院　西村　慎太郎 平 5. 8. 1内   小   診療所
     福岡県北九州市八幡西区楠橋上方常　勤:    2理事長　西村　慎太郎 組織変更 現存
     ２丁目１－１０ (医       2) 平29. 8. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 3629661,627,0 医療法人　黒田クリニ〒807-0074 093-611-5225医療法人　黒田クリニ黒田　真臣 平 5.11. 1皮   診療所
     ック 福岡県北九州市八幡西区町上津役常　勤:    1ック　理事長　黒田　 組織変更 現存
     西３丁目２－１４ (医       1)真臣 平29.11. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 3630661,628,8 医療法人　古川ひでき〒805-0067 093-661-6611医療法人　古川ひでき古川　英樹 平 5.12. 1整外 リウ リハ診療所
     整形外科医院 福岡県北九州市八幡東区祇園１丁常　勤:    1整形外科医院　理事長 組織変更 現存
     目７－５ (医       1)　古川英樹 平29.12. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 3631661,629,6 医療法人　幸神クリニ〒806-0055 093-642-4151医療法人　幸神クリニ中村　外士雄 平 5.12. 1内   小   皮  診療所
     ック 福岡県北九州市八幡西区幸神２丁常　勤:    1ック　理事長　中村　 組織変更 呼内 現存
     目１－２１ (医       1)外士雄 平29.12. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 3632661,630,4 東筑病院 〒807-0856 093-603-0111特定医療法人　東筑会早川　知宏 平 5.12. 1一般       121病院
     福岡県北九州市八幡西区八枝１丁常　勤:   14　理事長　早川　知宏 組織変更 療養        78現存
     目７番２０号 (医      14) 平29.12. 1内   循   消  
     非常勤:   15 呼内 リウ リハ
     (医      15) 脳内 他   
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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 3633661,632,0 ひがし眼科耳鼻咽喉科〒807-1121 093-618-3733東　淳一郎 東　淳一郎 平 6. 4. 1眼   耳い 診療所
     医院 福岡県北九州市八幡西区石坂１丁常　勤:    2 新規 現存
     目１－５ (医       2) 平30. 4. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 3634661,639,5 医療法人　末 医院 〒807-1102 093-617-1212医療法人　末 医院　末廣　尚久 平 6. 7. 1一般 診療所
     福岡県北九州市八幡西区香月中央常　勤:    2理事長　末 　尚久 組織変更     一般     2現存
     ３－２－１５ (医       2) 平24. 7. 1療養
         療養     5
     療養
         介護    12
     内   循   消  
     リハ 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 3635661,640,3 医療法人　朔夏会　さ〒806-0049 093-642-6161医療法人　朔夏会　さ屬　佑二 平 6. 8. 1一般        14診療所
     っか眼科医院 福岡県北九州市八幡西区穴生１－常　勤:    2っか眼科医院　理事長 組織変更 眼   現存
     １７－２１ (医       2)　屬　佑二 平24. 8. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 3636661,641,1 医療法人阿部外科胃腸〒807-0803 093-602-1220医療法人　阿部外科胃阿部　幸生 平 6. 8. 1外   胃   リハ診療所
     (663,835,3) 科医院 福岡県北九州市八幡西区千代ケ崎常　勤:    3腸科医院　理事長　阿 組織変更 精   神   心内現存
     ３－１３－２４ (医       2)部　治美 平24. 8. 1歯   
     (歯       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 3637661,642,9 医療法人　ひらのクリ〒806-0021 093-645-0316医療法人　ひらのクリ平野　芳昭 平 6. 9. 1胃   内   診療所
     ニック 福岡県北九州市八幡西区黒崎１－常　勤:    1ニック　理事長　平野 組織変更 現存
     ５－７　サンビル７Ｆ (医       1)芳昭 平24. 9. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 3638661,643,7 医療法人　河本整形外〒807-0824 093-601-6622医療法人　河本整形外河本　定尚 平 8. 5. 1整外 リハ 診療所
     科医院 福岡県北九州市八幡西区光明２丁常　勤:    1科医院　理事長　河本 移動 現存
     目５ー２３ (医       1)定尚 平29. 5. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 3639661,644,5 北川内科クリニック 〒806-0064 093-641-8118北川　喜久雄 北川　喜久雄 平17. 4. 1内   胃   循  診療所
     福岡県北九州市八幡西区割子川１常　勤:    1 移動 心内 呼   神  現存
     丁目２番２５号 (医       1) 平29. 4. 1精   
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 3640661,646,0 本城外科整形外科医院〒807-0828 093-602-5840医療法人　本城外科医土持　浩惠 平12. 4.17整外 内   外  診療所
     福岡県北九州市八幡西区友田二丁常　勤:    2院　理事長　土持　浩 移動 現存
     目４番１号 (医       2)惠 平30. 4.17
     非常勤:    1
     (医       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 3641661,647,8 医療法人　石橋内科ク〒807-0875 093-603-2755医療法人　石橋内科ク石橋　正文 平 6.12. 1内   呼   循  診療所
     リニック 福岡県北九州市八幡西区浅川台１常　勤:    1リニック　理事長　石 組織変更 消   リハ 現存
     －２－４７ (医       1)橋　正文 平27.12. 1
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 3642661,648,6 医療法人　安部内科医〒805-0026 093-652-6868医療法人　安部内科医安部　秀彦 平 6.12. 1内   胃   呼  診療所
     院 福岡県北九州市八幡東区東山２－常　勤:    1院　理事長　安部　秀 組織変更 放   現存
     ３－８ (医       1)彦 平27.12. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 3643661,652,8 荒川眼科医院 〒806-0033 093-641-6333荒川　哲夫 荒川　哲夫 平17. 9.26眼   診療所
     福岡県北九州市八幡西区岡田町１常　勤:    1 移動 現存
     －３６　 (医       1) 平29. 9.26
     非常勤:    1
     (医       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 3644661,654,4 丘ノ規病院 〒807-0831 093-602-6631永野　吉鎌 永野　吉鎌 平 7. 5. 1療養       250病院
     福岡県北九州市八幡西区大字則松常　勤:    5 交代 内   循   消  現存
     １０４－１ (医       5) 平28. 5. 1神内 呼   リハ
     非常勤:    9
     (医       9)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 3645661,655,1 医療法人　佐藤由美子〒806-0021 093-631-0555医療法人　佐藤由美子佐藤　由美子 平22.10. 1婦   診療所
     婦人科クリニック 福岡県北九州市八幡西区黒崎三丁常　勤:    1婦人科クリニック　理 移動 現存
     目４番５号 (医       1)事長　佐藤　由美子 平28.10. 1
     非常勤:    1
     (医       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 3646661,656,9 医療法人　川上産婦人〒805-0019 093-671-1284医療法人　川上産婦人川上　昌男 平 7. 5. 1一般         7診療所
     科医院 福岡県北九州市八幡東区中央２－常　勤:    1科医院　理事長　川上 組織変更 産婦 現存
     １０－３ (医       1)　昌男 平28. 5. 1
     非常勤:    1
     (医       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 3647661,657,7 尾関胃腸・内科医院 〒807-0804 093-693-0712尾関　恒雄 尾関　恒雄 平19. 4. 9内   消   循  診療所
     福岡県北九州市八幡西区医生ヶ丘常　勤:    1 移動 呼   現存
     １０－３０－１０　 (医       1) 平25. 4. 9
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 3648661,659,3 はしぐち整形外科医院〒807-1112 093-613-1221橋口　重明 橋口　重明 平 7. 7. 1整外 リハ リウ診療所
     福岡県北九州市八幡西区千代３－常　勤:    1 新規 現存
     １－７ (医       1) 平28. 7. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 3649661,661,9 医療法人　片山内科医〒807-0851 093-603-1301医療法人　片山内科医片山　亀夫 平 7. 8. 1内   循   他  診療所
     院 福岡県北九州市八幡西区永犬丸３常　勤:    1院　理事長　片山　亀 組織変更 現存
     －２－３ (医       1)夫 平28. 8. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 3650661,662,7 医療法人　なかやま整〒807-0831 093-692-6666医療法人　なかやま整中山　俊之 平 7. 8. 1整外 外   胃  診療所
     形外科・外科・胃腸科福岡県北九州市八幡西区則松６－常　勤:    1形外科・外科・胃腸科 組織変更 こう リハ 現存
     医院 １５－３８ (医       1)医院　理事長　中山　 平28. 8. 1
     俊之
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 3651661,664,3 九健診療所 〒805-0062 093-672-6050一般財団法人九州健康江頭　完治 平25.11.25内   診療所
     福岡県北九州市八幡東区平野１丁常　勤:   10総合センター　理事長 移動 現存
     目１１－１ (医      10)　江頭　完治 平25.11.25
     非常勤:    1
     (医       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 3652661,665,0 新生会病院 〒807-0075 093-612-3100医療法人　新生会　理力丸　伸樹 平 7. 9. 1一般 病院
     福岡県北九州市八幡西区下上津役常　勤:    8事長　力丸　龍宣 組織変更     一般    20現存
     １－５－１ (医       8) 平28. 9. 1療養
     非常勤:   31     療養    59
     (医      29) 内   呼内 整外
     (薬       2) リハ 透析 循  
     消   脳外 外  
     他   
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 3653661,666,8 久野循環器科内科医院〒806-0021 093-621-5026久野　完 久野　完 平 7. 9. 1循   内   診療所
     福岡県北九州市八幡西区黒崎３－常　勤:    1 交代 現存
     ２－１３ (医       1) 平28. 9. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 3654661,668,4 医療法人　是此田内科〒807-0821 093-691-0416医療法人　是此田内科是此田　穣 平 7.12. 1内   胃   診療所
     医院 福岡県北九州市八幡西区陣原４－常　勤:    2医院　理事長　是此田 組織変更 現存
     ９－１６ (医       2)　穣 平28.12. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 3655661,669,2 医療法人　榊原クリニ〒807-1261 093-618-5500医療法人　榊原クリニ榊原　成純 平 7.12. 1内   消   放  診療所
     ック 福岡県北九州市八幡西区木屋瀬１常　勤:    1ック　理事長　榊原　 組織変更 リハ 現存
     －２４－１６ (医       1)成純 平28.12. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 3656661,670,0 河内病院 〒805-0000 093-651-6737医療法人　隆幸会　理芥川　隆 平 8. 1. 1精神       200病院
     福岡県北九州市八幡東区田代町２常　勤:    6事長　林田　隆博 組織変更 精   神   内  現存
     ０番１号 (医       5) 平29. 1. 1
     (薬       1)
     非常勤:   16
     (医      16)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 3657661,673,4 医療法人　後藤外科・〒807-0872 093-692-5100医療法人　後藤外科・後藤　登 平 8. 1. 1一般 診療所
     胃腸科医院 福岡県北九州市八幡西区浅川二丁常　勤:    1胃腸科医院　理事長　 組織変更     一般    14現存
     目１５番２０号 (医       1)後藤　登 平29. 1. 1外   胃   整外
     非常勤:    5 こう 放   リハ
     (医       5) ひ   内   脳外
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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 3658661,674,2 医療法人　大内内科呼〒806-0028 093-645-1453医療法人大内内科呼吸大内　洋 平29. 4. 1内   呼内 診療所
     吸器内科クリニック 北九州市八幡西区熊手三丁目１－常　勤:    2器内科クリニック　理 移動 現存
     ４ (医       2)事長　大内　洋 平29. 4. 1
     非常勤:    1
     (医       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 3659661,676,7 国見皮膚・泌尿器科医〒805-0061 093-681-2621國見　宏 國見　宏 平 8. 4. 1皮   ひ   性  診療所
     院 福岡県北九州市八幡東区西本町４常　勤:    1 交代 現存
     丁目１０－１０ (医       1) 平29. 4. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 3660661,677,5 医療法人　かんたけ肛〒807-0851 093-692-3355医療法人　かんたけ肛寒竹　泰広 平 8. 5. 1一般        19診療所
     門クリニック 福岡県北九州市八幡西区永犬丸３常　勤:    1門クリニック　理事長 組織変更 こう 現存
     丁目１番１３号 (医       1)　寒竹　泰広 平29. 5. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 3661661,678,3 医療法人　原内科循環〒805-0067 093-681-0700医療法人原内科循環器原　洋 平 9. 5. 1内   循   胃  診療所
     器科クリニック 福岡県北九州市八幡東区祇園２丁常　勤:    1科クリニック　理事長 移動 こう リハ 呼  現存
     目１２番１６号 (医       1)　原　洋 平30. 5. 1
     非常勤:    1
     (医       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 3662661,679,1 ごしまクリニック 〒807-0815 093-693-1610医療法人　ごしま医院五島　秀行 平 8. 7. 1胃   外   整外診療所
     福岡県北九州市八幡西区本城東一常　勤:    1　理事長　五島　桂子 新規 内   皮   リハ現存
     丁目２４２番７号 (医       1) 平29. 7. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 3663661,680,9 医療法人ふらて会西野〒805-0033 093-653-2122医療法人ふらて会　理西野　憲史 平15.12.15一般 病院
     病院 福岡県北九州市八幡東区山路松尾常　勤:   10事長　西野　憲史 移動     一般    20現存
     町１３番２７号 (医       9) 平27.12.15療養
     (薬       1)     療養   100
     非常勤:   21 内   神内 呼  
     (医      21) 循   消   小  
     整外 リハ 放  
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 3664661,681,7 さとうレディスクリニ〒806-0047 093-631-3543倉島　雅子 倉島　雅子 平 8. 8. 1産   婦   内  診療所
     ック 福岡県北九州市八幡西区鷹の巣１常　勤:    1 新規 現存
     丁目１１番５号 (医       1) 平29. 8. 1
     非常勤:    1
     (医       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 3665661,683,3 医療法人　権頭クリニ〒807-0851 093-692-5557医療法人　権頭クリニ権頭　聖 平 8. 8. 1胃   小外 心外診療所
     ック 福岡県北九州市八幡西区永犬丸２常　勤:    1ック　理事長　権頭　 組織変更 呼   リハ 内  現存
     丁目１０ー１０ (医       1)聖 平29. 8. 1外   
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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 3666661,684,1 医療法人　永犬丸・野〒807-0831 093-693-0222医療法人　永犬丸・野野見山　和彦 平 8. 8. 1皮   診療所
     見山皮膚科医院 福岡県北九州市八幡西区則松７－常　勤:    1見山皮膚科医院　理事 組織変更 現存
     ２０－７ (医       1)長　野見山　和彦 平29. 8. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 3667661,685,8 かきがえ心療クリニッ〒806-0028 093-631-3733垣替　芳隆 垣替　芳隆 平 8.10. 1内   精   心内診療所
     ク 福岡県北九州市八幡西区熊手２ー常　勤:    1 新規 現存
     ３ー１３太陽生命ビル３Ｆ (医       1) 平29.10. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 3668661,688,2 医療法人　ありよし小〒807-0815 093-693-7781医療法人　ありよし小有吉　宣明 平 8.12. 1小   内   診療所
     児科内科クリニック 福岡県北九州市八幡西区本城東１常　勤:    1児科内科クリニック　 組織変更 現存
     丁目１６番２４号 (医       1)理事長　有吉　宣明 平29.12. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 3669661,690,8 のむら内科・消化器科〒806-0027 093-621-7128野村　幸弘 野村　幸弘 平 9. 2.17内   消   診療所
     クリニック 福岡県北九州市八幡西区菅原町５常　勤:    1 交代 現存
     －６ (医       1) 平30. 2.17
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 3670661,693,2 医療法人　諸富医院 〒805-0007 093-671-6070医療法人　諸富医院　諸富　立壽 平 9. 4. 1外   整外 胃  診療所
     福岡県北九州市八幡東区白川町２常　勤:    1理事長　諸富　立壽 組織変更 こう 現存
     番１３号 (医       1) 平30. 4. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 3671661,695,7 医療法人　シエスタ　〒807-1101 093-618-3555医療法人　シエスタ　荒木　冨士夫 平 9. 5. 1一般        11診療所
     荒木医院 福岡県北九州市八幡西区上香月１常　勤:    2荒木医院　理事長　荒 組織変更 療養         8現存
     丁目４番８号 (医       2)木　冨士夫 平30. 5. 1内   神   心内
     非常勤:    3 精   
     (医       3)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 3672661,696,5 医療法人しょうわ会　〒807-0856 093-602-1151医療法人しょうわ会　浦上　泰英 平 9. 5. 1一般 病院
     正和中央病院 福岡県北九州市八幡西区八枝三丁常　勤:    4理事長　浦上　陽一 組織変更     一般    77現存
     目１３番１号 (医       4) 平30. 5. 1外   内   消  
     非常勤:   28 整外 リハ 
     (医      28)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 3673661,697,3 医療法人　三浦医院 〒805-0067 093-681-7363医療法人　三浦医院　三浦　力 平 9. 5. 1内   呼   消  診療所
     福岡県北九州市八幡東区祇園二丁常　勤:    1理事長　三浦　力 組織変更 循   小   現存
     目１１番１０号 (医       1) 平30. 5. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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 3674661,701,3 製鉄記念八幡病院 〒805-0050 093-672-3110社会医療法人　製鉄記 橋　卓也 平 9. 6. 1一般       453地域支援
     (663,820,5) 福岡県北九州市八幡東区春の町１常　勤:  125念八幡病院　理事長　 組織変更 内   消   循  総合病院
     丁目１番１号 (医     104) 橋　卓也 平30. 6. 1心内 呼内 外  現存
     (薬      21) 呼外 脳外 整外
     非常勤:    2 リウ リハ 形外
     (医       2) 小   産婦 皮  
     ひ   眼   耳い
     病理 放   麻  
     歯   精   他  
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 3675661,703,9 おかだ外科・胃腸科ク〒807-0843 093-613-7188岡田　代吉 岡田　代吉 平 9. 7. 1外   胃   リハ診療所
     リニック 福岡県北九州市八幡西区三ケ森４常　勤:    1 新規 現存
     丁目９ー２４ピボットプラザ三ケ(医       1) 平24. 7. 1
     森ビル２Ｆ
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 3676661,706,2 医療法人　おりお心和〒807-0824 093-603-3280医療法人おりお心和ク金　長壽 平22. 4. 1精   心内 診療所
     クリニック 福岡県北九州市八幡西区光明２丁常　勤:    2リニック　理事長　金 移動 現存
     目１０－２０ (医       2)　長壽 平28. 4. 1
     非常勤:    1
     (医       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 3677661,707,0 医療法人　今村クリニ〒807-1134 093-618-3377医療法人　今村クリニ今村　敦郎 平 9. 8. 1一般 診療所
     ック 福岡県北九州市八幡西区茶屋の原常　勤:    2ック　理事長　今村　 組織変更     一般    19現存
     ２－３－４ (医       2)敦郎 平24. 8. 1内   外   リハ
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 3678661,713,8 医療法人　桜が丘クリ〒806-0043 093-631-1616医療法人　桜が丘クリ半田　祥一 平18. 4. 1小   内   アレ診療所
     ニック 福岡県北九州市八幡西区青山１丁常　勤:    1ニック　理事長　半田 移動 精   現存
     目１－６１ (医       1)　祥一 平30. 4. 1
     非常勤:    2
     (医       2)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 3679661,714,6 医療法人　みやけクリ〒806-0012 093-681-3233医療法人　みやけクリ三宅　巧 平12. 3. 1小   内   循  診療所
     ニック 福岡県北九州市八幡西区陣山二丁常　勤:    1ニック　理事長　三宅 移動 現存
     目１０番２０号 (医       1)　巧 平30. 3. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 3680661,717,9 医療法人社団　黒崎整〒806-0032 093-631-3565医療法人社団　黒崎整白石　浩一 平10. 1. 1一般        65病院
     形外科病院 福岡県北九州市八幡西区筒井町５常　勤:    7形外科病院　理事長　 交代 整外 リハ リウ現存
     番２９号 (医       7)安永　博 平28. 1. 1麻   
     非常勤:   15
     (医      15)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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 3681661,720,3 医療法人　つるたクリ〒807-1153 093-619-1022医療法人　つるたクリ鶴田　健一 平10. 4. 1内   小   リハ診療所
     ニック 福岡県北九州市八幡西区岩崎４丁常　勤:    1ニック　理事長　鶴田 組織変更 現存
     目５番５号 (医       1)　健一 平28. 4. 1
     非常勤:    1
     (医       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 3682661,723,7 中野ヒフ科クリニック〒807-1262 093-619-3003中野　賢三 中野　賢三 平10. 6. 1皮   形外 アレ診療所
     福岡県北九州市八幡西区大字野面常　勤:    1 新規 現存
     字池尻３６５－３，７８０－１０(医       1) 平28. 6. 1
     ，１１
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 3683661,724,5 医療法人　野田消化器〒807-0874 093-691-3300医療法人　野田消化器野田　哲文 平10. 6. 1消   内   胃  診療所
     科内科クリニック 福岡県北九州市八幡西区大浦一丁常　勤:    1科内科クリニック　理 組織変更 現存
     目６番２０号 (医       1)事長　野田　哲文 平28. 6. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 3684661,726,0 永田外科内科医院 〒807-0801 093-602-1555医療法人　永眞会　理何　文裕 平10. 7. 1一般        19診療所
     福岡県北九州市八幡西区本城一丁常　勤:    1事長　永田　眞人 その他 外   内   整外現存
     目２０番２０号 (医       1) 平28. 7. 1胃   呼   循  
     心外 リハ ひ  
     こう 放   
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 3685661,727,8 福井麻酔科内科 〒805-0019 093-663-5670福井　滋 福井　滋 平10.11. 1麻   内   整外診療所
     福岡県北九州市八幡東区中央３丁常　勤:    1 新規 リハ 現存
     目１－１１ (医       1) 平28.11. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 3686661,729,4 田中産婦人科医院 〒807-0825 093-691-0519中村　修治 中村　修治 平10.11.16一般        10診療所
     福岡県北九州市八幡西区折尾４丁常　勤:    1 交代 産   婦   現存
     目２９番１５号 (医       1) 平28.11.16
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 3687661,730,2 八幡医師会診療所 〒805-0062 093-681-6035公益社団法人　北九州藤本　裕司 平10.12. 1内   小   診療所
     福岡県北九州市八幡東区平野２丁常　勤:    3市八幡医師会　会長　 新規 現存
     目１番１号 (医       3)穴井　堅能 平28.12. 1
     非常勤:    1
     (医       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 3688661,731,0 医療法人　奥山整形外〒805-0015 093-651-1750医療法人奥山整形外科奧山　清隆 平10.11.18一般        19診療所
     科医院 福岡県北九州市八幡東区荒生田１常　勤:    2医院　理事長　奧山　 組織変更 整外 リウ リハ現存
     丁目６番５号 (医       2)清隆 平28.11.18
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 3689661,733,6 医療法人　西田医院 〒807-1262 093-617-1148医療法人　西田医院　西田　正文 平10.12. 1内   小   リハ診療所
     福岡県北九州市八幡西区野面７９常　勤:    1理事長　西田　正文 組織変更 現存
     ０番 (医       1) 平28.12. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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 3690661,735,1 医療法人　いさやま整〒807-0876 093-692-6708医療法人　いさやま整諌山　智洋 平10.12. 1整外 リウ リハ診療所
     形外科医院 福岡県北九州市八幡西区浅川日の常　勤:    1形外科医院　理事長　 組織変更 現存
     峯１丁目２２番２２号 (医       1)諌山　智洋 平28.12. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 3691661,736,9 医療法人　倉重こども〒806-0047 093-644-2350医療法人　倉重こども倉重　弘 平10.12. 1小   診療所
     クリニック 福岡県北九州市八幡西区鷹ノ巣二常　勤:    1クリニック　理事長　 組織変更 現存
     丁目１３番９号１階 (医       1)倉重　弘 平28.12. 1
     非常勤:    1
     (医       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 3692661,738,5 医療法人　前川整形外〒807-0871 093-693-1112医療法人　前川整形外前川　和道 平11. 1. 4整外 リハ リウ診療所
     科医院 福岡県北九州市八幡西区浅川学園常　勤:    1科医院　理事長　前川 組織変更 形外 現存
     台三丁目１０番８号 (医       1)　和道 平29. 1. 4
     非常勤:   28
     (医      28)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 3693661,741,9 こやのせ眼科クリニッ〒807-1261 093-619-3330医療法人　道西会　理合屋　慶太 平11. 4. 1眼   診療所
     ク 福岡県北九州市八幡西区木屋瀬３常　勤:    1事長　山名　 生 新規 現存
     ６５番６号 (医       1) 平29. 4. 1
     非常勤:    2
     (医       2)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 3694661,742,7 八幡西病院 〒807-0082 093-613-2121淺海　透 淺海　透 平11. 4. 1療養 病院
     福岡県北九州市八幡西区小嶺台１常　勤:    5 交代     療養   201現存
     丁目１６番２３号 (医       5) 平29. 4. 1内   リハ 
     非常勤:    8
     (医       8)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 3695661,743,5 医療法人　博友会本田〒805-0015 093-651-2274医療法人　博友会本田本田　博志 平11. 4. 1一般         8診療所
     クリニック 福岡県北九州市八幡東区荒生田三常　勤:    1クリニック　理事長　 組織変更 産婦 現存
     丁目３番２８号 (医       1)本田　博志 平29. 4. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 3696661,744,3 黒川医院 〒805-0006 093-681-4178黒川　聡 黒川　聡 平11. 8. 1一般 診療所
     福岡県北九州市八幡東区諏訪一丁常　勤:    2 交代     一般     9現存
     目５の２４ (医       2) 平29. 8. 1胃   リウ 循  
     呼   内   小  
     放   神   
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 3697661,746,8 医療法人レメディ　北〒807-0831 093-692-6665医療法人レメディ　理上村　哲司 平11.12. 1一般    診療所
     九州ネフロクリニック福岡県北九州市八幡西区則松２丁常　勤:    1事長　上村　哲司 組織変更 内   ひ   現存
     目８番２１号 (医       1) 平29.12. 1
     非常勤:    3
     (医       3)
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 3698661,749,2 医療法人　いわさき小〒807-0871 093-692-1007医療法人　いわさき小岩崎　哲巳 平12. 1. 1内   小   診療所
     児科内科医院 福岡県北九州市八幡西区浅川学園常　勤:    1児科内科医院　理事長 組織変更 現存
     台４丁目１番７号 (医       1)　岩崎　哲巳 平30. 1. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 3699661,750,0 医療法人　泌尿器科皮〒806-0044 093-621-1082医療法人　泌尿器科皮上野　陽右 平12. 1. 1ひ   皮   診療所
     膚科上野医院 福岡県北九州市八幡西区相生町６常　勤:    1膚科上野医院　理事長 組織変更 現存
     番１９号 (医       1)　上野　陽右 平30. 1. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 3700661,752,6 医療法人　福留外科胃〒807-0071 093-613-6700医療法人　福留外科胃福留　健一 平12. 1. 1胃   外   こう診療所
     腸肛門科医院 福岡県北九州市八幡西区上の原３常　勤:    1腸肛門科医院　理事長 組織変更 リハ 現存
     丁目５番１１号 (医       1)　福留　健一 平30. 1. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 3701661,756,7 うえき内科クリニック〒805-0013 093-651-5202植木　光彦 植木　光彦 平21. 5. 1内   消   小  診療所
     福岡県北九州市八幡東区昭和１丁常　勤:    1 移動 現存
     目６番１１号 (医       1) 平27. 5. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 3702661,757,5 医療法人　脇園耳鼻咽〒807-0803 093-603-3387医療法人　脇園耳鼻咽脇園　茂樹 平12. 3. 1耳い 診療所
     喉科医院 福岡県北九州市八幡西区千代ケ崎常　勤:    1喉科医院　理事長　脇 組織変更 現存
     二丁目１番１４号 (医       1)園　茂樹 平30. 3. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 3703661,758,3 医療法人　二宮内科循〒807-0824 093-693-2038医療法人　二宮内科循二宮　謙一 平12. 4. 1内   循   呼  診療所
     環器科クリニック 福岡県北九州市八幡西区光明２丁常　勤:    1環器科クリニック　理 組織変更 リハ 現存
     目４番１３号 (医       1)事長　二宮　謙一 平30. 4. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 3704661,759,1 医療法人　数住医院 〒807-1261 093-617-1034医療法人　数住医院　數住　宗貴 平12. 4. 1内   消   リハ診療所
     福岡県北九州市八幡西区木屋瀬３常　勤:    1理事長　數住　宗貴 組織変更 現存
     丁目１６－１５ (医       1) 平30. 4. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 3705661,760,9 医療法人健美会　佐々〒807-1114 093-617-0770医療法人健美会　佐々峯　信一郎 平15. 3. 1一般 病院
     木病院 福岡県北九州市八幡西区吉祥寺町常　勤:    3木病院　理事長　 田 移動     一般    40現存
     ９番３６号 (医       3)　功 平27. 3. 1療養
     非常勤:   56     療養    34
     (医      56) 内   循   消  
     放   リハ 整外
     皮   呼内 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 3706661,761,7 医療法人　ともなが小〒807-1261 093-619-3050医療法人　ともなが小朝長　恭二 平12. 5. 1小   診療所
     児科医院 福岡県北九州市八幡西区大字木屋常　勤:    1児科医院　理事長　朝 組織変更 現存
     瀬３６５番地４ (医       1)長　恭二 平30. 5. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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 3707661,763,3 酒本医院 〒807-1123 093-617-1036酒本　良一 酒本　良一 平12. 8. 5内   診療所
     福岡県北九州市八幡西区下畑町６常　勤:    1 交代 現存
     －２０ (医       1) 平24. 8. 5
     非常勤:    2
     (医       2)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 3708661,769,0 医療法人久田クリニッ〒806-0055 093-631-1958医療法人久田クリニッ久田　宏 平12.11.15外   整外 胃  診療所
     ク 福岡県北九州市八幡西区幸神１丁常　勤:    1ク　理事長　久田　宏 組織変更 リハ 現存
     目２番１１号 (医       1) 平24.11.15
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 3709661,771,6 医療法人　合屋医院 〒806-0047 093-644-5008医療法人　合屋医院　合屋　綾子 平12.12. 1胃   内   小  診療所
     福岡県北九州市八幡西区鷹の巣２常　勤:    1理事長　合屋　綾子 組織変更 現存
     丁目５番３号 (医       1) 平24.12. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 3710661,772,4 二階堂内科呼吸器科ク〒807-0803 093-693-0099医療法人　おひさま　二階堂　義彦 平12.12. 1内   呼   循  診療所
     リニック 福岡県北九州市八幡西区千代ケ崎常　勤:    1理事長　二階堂　義彦 組織変更 現存
     ３丁目１番１２号 (医       1) 平24.12. 1
     非常勤:    1
     (医       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 3711661,774,0 医療法人　櫻井整形外〒806-0044 093-631-8305医療法人　櫻井整形外櫻井　日出也 平13. 1. 1整外 リハ リウ診療所
     科クリニック 福岡県北九州市八幡西区相生町１常　勤:    1科クリニック　理事長 組織変更 現存
     ３－３１ (医       1)　櫻井　日出也 平25. 1. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 3712661,777,3 白井内科医院 〒807-1102 093-618-8814白井　竜 白井　竜 平13. 5. 3一般        19診療所
     福岡県北九州市八幡西区香月中央常　勤:    1 交代 内   胃   循  現存
     ４丁目１６－７ (医       1) 平25. 5. 3リハ 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 3713661,784,9 明石クリニック内科胃〒807-0078 093-612-8341明石　洋三 明石　洋三 平13. 8. 1内   胃   消  診療所
     腸科 福岡県北九州市八幡西区中の原２常　勤:    1 新規 呼   循   神  現存
     丁目１９－３ (医       1) 平25. 8. 1アレ 放   
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 3714661,788,0 たつのおとしごクリニ〒805-0048 093-652-5210社会福祉法人　年長者小野　隆生 平13.12. 1内   神内 リハ診療所
     ック 福岡県北九州市八幡東区大蔵三丁常　勤:    1の里　理事長　芳賀　 新規 現存
     目２－１ (医       1)晟寿 平25.12. 1
     非常勤:    1
     (医       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 3715661,789,8 医療法人　中本ゆき内〒807-0874 093-692-5105医療法人　中本ゆき内中本　行子 平13.12. 1内   診療所
     科クリニック 福岡県北九州市八幡西区大浦１丁常　勤:    1科クリニック　理事長 組織変更 現存
     目１２番２５号 (医       1)　中本　行子 平25.12. 1
     非常勤:    1
     (医       1)
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 3716661,791,4 医療法人　浜田病院 〒806-0021 093-621-0198医療法人浜田病院　理濱田　茂 平13.12. 1一般        24病院
     福岡県北九州市八幡西区黒崎３丁常　勤:    2事長　濱田　茂 組織変更 療養        60現存
     目８番７号 (医       2) 平25.12. 1外   胃   整外
     非常勤:    7 内   リハ こう
     (医       7)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 3717661,794,8 木屋瀬クリニック 〒807-1261 093-618-6092嶋津　明 嶋津　明 平14. 4. 1呼   循   外  診療所
     福岡県北九州市八幡西区木屋瀬一常　勤:    1 新規 リハ 現存
     丁目１４番１４号 (医       1) 平26. 4. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 3718661,796,3 医療法人これなが耳鼻〒807-1262 093-618-3533医療法人これなが耳鼻是永　克実 平14. 4. 1耳い 診療所
     咽喉科医院 福岡県北九州市八幡西区大字野面常　勤:    1咽喉科医院　理事長　 組織変更 現存
     ７８０番１３号 (医       1)是永　克実 平26. 4. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 3719661,797,1 かわしま眼科クリニッ〒807-0843 093-611-1366河島　裕高 河島　裕高 平14. 5. 1眼   診療所
     ク 福岡県北九州市八幡西区三ケ森３常　勤:    1 新規 現存
     丁目１３番９号 (医       1) 平26. 5. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 3720661,802,9 古川眼科医院 〒807-0821 093-632-8300古川　元 古川　元 平14.10. 1眼   診療所
     福岡県北九州市八幡西区陣原３丁常　勤:    1 新規 現存
     目２３－９ (医       1) 平26.10. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 3721661,804,5 医療法人神原クリニッ〒806-0026 093-642-8088医療法人神原クリニッ江﨑　嘉春 平14.12. 1一般 診療所
     ク 福岡県北九州市八幡西区西神原町常　勤:    2ク　理事長　江﨑　嘉 組織変更     一般    19現存
     ９番１９号 (医       2)春 平26.12. 1整外 リハ リウ
     眼   
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 3722661,806,0 医療法人恵友会　折尾〒807-0825 093-601-4321医療法人恵友会　理事小嶺　憲国 平15. 2. 1内   診療所
     クリニック 福岡県北九州市八幡西区折尾四丁常　勤:    1長　中俣　琇子 組織変更 現存
     目９－９ (医       1) 平27. 2. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 3723661,809,4 永松内科医院 〒805-0015 093-651-2200永松　明男 永松　明男 平15. 5. 1内   診療所
     福岡県北九州市八幡東区荒生田３常　勤:    1 新規 現存
     丁目１－３０ (医       1) 平27. 5. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 3724661,810,2 医療法人つのだ内科循〒807-1261 093-618-6662医療法人つのだ内科循角田　稔 平15. 5. 1内   循   診療所
     環器科クリニック 福岡県北九州市八幡西区大字木屋常　勤:    1環器科クリニック　理 組織変更 現存
     瀬３６１番地の１０ (医       1)事長　角田　稔 平27. 5. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 3725661,811,0 医療法人千寿クリニッ〒806-0011 093-644-2332医療法人千寿クリニッ野村　展生 平15. 5.12整外 脳外 リハ診療所
     ク 福岡県北九州市八幡西区紅梅３丁常　勤:    1ク　理事長　野村　展 組織変更 現存
     目１番５号 (医       1)生 平27. 5.12
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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 3726661,813,6 望月胃腸クリニック 〒806-0035 093-632-1350望月　祐一 望月　祐一 平15. 6. 1内   胃   消  診療所
     福岡県北九州市八幡西区東曲里町常　勤:    1 交代 放   現存
     ７－２８ (医       1) 平27. 6. 1
     非常勤:    1
     (医       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 3727661,820,1 医療法人横溝内科クリ〒805-0061 093-621-5005医療法人横溝内科クリ横溝　由史 平16. 1. 1内   診療所
     ニック 福岡県北九州市八幡東区西本町３常　勤:    1ニック　理事長　横溝 組織変更 現存
     丁目５－１５　西本町ビル２Ｆ (医       1)　由史 平28. 1. 1
     非常勤:    1
     (医       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 3728661,821,9 医療法人むらかみ医院〒805-0002 093-671-1888医療法人むらかみ医院村上　佐代子 平16. 1. 1小   内   胃  診療所
     福岡県北九州市八幡東区枝光４丁常　勤:    2　理事長　村上　冬彦 組織変更 現存
     目３番４号 (医       2) 平28. 1. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 3729661,824,3 医療法人開陽会國吉眼〒806-0021 093-642-0997医療法人開陽会國吉眼國吉　徹 平16. 3. 1眼   診療所
     科 福岡県北九州市八幡西区黒崎３－常　勤:    1科　理事長　國吉　徹 組織変更 現存
     １－７　６Ｆ (医       1) 平28. 3. 1
     非常勤:   20
     (医      20)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 3730661,825,0 菜の花診療所 〒807-1261 093-619-5123佐藤　伸一 佐藤　伸一 平16. 4. 1ひ   診療所
     福岡県北九州市八幡西区木屋瀬３常　勤:    1 新規 現存
     丁目９番１９号 (医       1) 平28. 4. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 3731661,826,8 井上内科医院 〒807-1264 093-618-3353井上　智郎 井上　智郎 平16. 4. 1内   消   小  診療所
     福岡県北九州市八幡西区星ケ丘６常　勤:    1 新規 現存
     丁目１－１０８ (医       1) 平28. 4. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 3732661,827,6 信幸会かわのクリニッ〒807-0856 093-692-0088河野　雄幸 河野　雄幸 平16. 4. 1内   循   形外診療所
     ク 福岡県北九州市八幡西区八枝３丁常　勤:    1 新規 外   心外 現存
     目１１－７ (医       1) 平28. 4. 1
     非常勤:    1
     (医       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 3733661,828,4 たけうち医院 〒806-0055 093-621-7020医療法人たけうち医院竹内　憲夫 平16. 4. 1内   神内 リハ診療所
     福岡県北九州市八幡西区幸神二丁常　勤:    1　理事長　竹内　憲夫 交代 現存
     目１番２６号 (医       1) 平28. 4. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 3734661,829,2 林皮膚科泌尿器科医院〒806-0059 093-631-1681林　讓治 林　讓治 平16. 4. 1皮   ひ   性  診療所
     福岡県北九州市八幡西区萩原３丁常　勤:    1 交代 現存
     目４－９ (医       1) 平28. 4. 1
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 3735661,832,6 医療法人もりた内科・〒807-0871 093-603-2777医療法人もりた内科・森田　諭 平16. 5. 1内   呼   胃  診療所
     循環器科クリニック 福岡県北九州市八幡西区浅川学園常　勤:    1循環器科クリニック　 組織変更 消   循   外  現存
     台三丁目１０番３号 (医       1)理事長　森田　諭 平28. 5. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 3736661,833,4 医療法人斉良会　うら〒807-0075 093-614-6311医療法人斉良会　理事浦橋　斉悟 平16. 5. 1整外 リハ 診療所
     はし整形外科クリニッ福岡県北九州市八幡西区下上津役常　勤:    1長　浦橋　斉悟 組織変更 現存
     ク 四丁目１３番１０号 (医       1) 平28. 5. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 3737661,834,2 渡辺内科クリニック 〒805-0007 093-671-1648渡邊　英則 渡邊　英則 平16. 7. 1内   呼   消  診療所
     福岡県北九州市八幡東区白川町７常　勤:    1 新規 循   現存
     －２ (医       1) 平28. 7. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 3738661,840,9 医療法人さとう耳鼻咽〒807-0856 093-695-0871医療法人さとう耳鼻咽佐藤　祐司 平16.12. 1耳い アレ 診療所
     喉科医院 福岡県北九州市八幡西区八枝三丁常　勤:    1喉科医院　理事長　佐 組織変更 現存
     目１２番２号 (医       1)藤　祐司 平28.12. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 3739661,841,7 医療法人吉祥寺クリニ〒807-1115 093-618-9255医療法人吉祥寺クリニ内田　裕之 平16.12. 1内   胃   外  診療所
     ック 福岡県北九州市八幡西区椋枝２丁常　勤:    1ック　理事長　内田　 組織変更 現存
     目１０番１５号 (医       1)裕之 平28.12. 1
     非常勤:    1
     (医       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 3740661,842,5 医療法人　だざい皮膚〒807-0075 093-614-6525医療法人　だざい皮膚太宰　聖志 平16.12. 1形外 皮   診療所
     ・形成外科クリニック福岡県北九州市八幡西区下上津役常　勤:    1・形成外科クリニック 組織変更 現存
     １丁目１３番６号 (医       1)　理事長　太宰　聖志 平28.12. 1
     非常勤:    1
     (医       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 3741661,843,3 医療法人そのだ整形外〒807-0075 093-611-2778医療法人そのだ整形外薗田　恭輔 平17. 1. 1整外 リハ 診療所
     科医院 福岡県北九州市八幡西区下上津役常　勤:    2科医院　理事長　薗田 交代 現存
     １丁目１番１号 (医       2)　恭輔 平29. 1. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 3742661,845,8 こまむらクリニック 〒805-0019 093-671-0304駒村　崇 駒村　崇 平17. 4. 1精   神   心内診療所
     福岡県北九州市八幡東区中央２－常　勤:    1 新規 現存
     １０－４－２Ｆ (医       1) 平29. 4. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 3743661,846,6 医療法人　とどろきク〒805-0019 093-663-2255医療法人　とどろきク轟木　元友 平17. 4. 1循   内   外  診療所
     リニック 福岡県北九州市八幡東区中央２丁常　勤:    1リニック　理事長　轟 組織変更 現存
     目７－１９ (医       1)木　元友 平29. 4. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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 3744661,847,4 医療法人　中島クリニ〒806-0021 093-644-7333医療法人中島クリニッ中島　一博 平20. 5. 1内   外   心外診療所
     ック 福岡県北九州市八幡西区黒崎三丁常　勤:    1ク　理事長　中島　一 移動 こう 現存
     目１番３号 (医       1)博 平26. 5. 1
     非常勤:    1
     (医       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 3745661,848,2 医療法人　小田内科消〒806-0067 093-641-0808医療法人　小田内科消小田　和人 平17. 5. 1内   消   診療所
     化器科医院 福岡県北九州市八幡西区引野一丁常　勤:    1化器科医院　理事長　 組織変更 現存
     目２－３０ (医       1)小田　和人 平29. 5. 1
     非常勤:    1
     (医       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 3746661,850,8 ふかまち皮フ科クリニ〒807-0825 093-602-4475深町　幸一郎 深町　幸一郎 平17. 7. 1皮   診療所
     ック 福岡県北九州市八幡西区折尾３丁常　勤:    1 新規 現存
     目３番２２号 (医       1) 平29. 7. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 3747661,851,6 尾畑外科胃腸科医院 〒806-0033 093-631-3746尾畑　秀明 尾畑　秀明 平17. 7. 1外   胃   整外診療所
     福岡県北九州市八幡西区岡田町１常　勤:    1 交代 リハ 現存
     －４４ (医       1) 平29. 7. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 3748661,852,4 医療法人　やまみち眼〒805-0041 093-654-6660医療法人　やまみち眼山道　光雲 平17. 8. 1眼   診療所
     科クリニック 福岡県北九州市八幡東区祝町二丁常　勤:    1科クリニック　理事長 組織変更 現存
     目５番２２号 (医       1)　山道　光雲 平29. 8. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 3749661,857,3 医療法人　井手消化器〒805-0019 093-671-2151医療法人　井手消化器井手　誠一郎 平17.12. 8外   消   呼  診療所
     呼吸器外科医院 福岡県北九州市八幡東区中央三丁常　勤:    1呼吸器外科医院　理事 組織変更 こう 現存
     目８番２８号 (医       1)長　井手　誠一郎 平29.12. 8
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 3750661,859,9 医療法人　しゅう眼科〒807-0078 093-613-6664医療法人　しゅう眼科周　正喜 平17.12. 1眼   診療所
     医院 福岡県北九州市八幡西区中の原二常　勤:    1医院　理事長　周　正 組織変更 現存
     丁目１９番３号 (医       1)喜 平29.12. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 3751661,860,7 医療法人　末次医院 〒807-0075 093-613-7755医療法人　末次医院　末次　文祥 平17.12. 1循   内   外  診療所
     福岡県北九州市八幡西区下上津役常　勤:    2理事長　末次　文祥 組織変更 心外 麻   現存
     四丁目２２番２７号 (医       2) 平29.12. 1
     非常勤:    2
     (医       2)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 3752661,861,5 千代クリニック 〒807-1112 093-614-5558平山　祐義 平山　祐義 平18. 2. 1循   内   リハ診療所
     福岡県北九州市八幡西区千代１－常　勤:    1 新規 現存
     ７－３ (医       1) 平30. 2. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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 3753661,862,3 医療法人　つつみこど〒807-0856 093-693-5200医療法人　つつみこど堤　隆博 平18. 4. 1小   アレ 診療所
     もクリニック 福岡県北九州市八幡西区八枝３－常　勤:    1もクリニック　理事長 組織変更 現存
     ９－３０ (医       1)　堤　隆博 平30. 4. 1
     非常勤:    1
     (医       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 3754661,863,1 ふじもと内科クリニッ〒806-0058 093-644-1788藤本　裕司 藤本　裕司 平18. 5. 1内   消   診療所
     ク 福岡県北九州市八幡西区鉄竜１丁常　勤:    1 新規 現存
     目３－３ (医       1) 平30. 5. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 3755661,864,9 石西整形外科医院 〒806-0028 093-642-2319石西　滋 石西　滋 平18. 4. 8整外 リハ 診療所
     福岡県北九州市八幡西区熊手３丁常　勤:    1 交代 現存
     目４－６ (医       1) 平30. 4. 8
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 3756661,869,8 おおた整形外科クリニ〒807-0852 093-695-6226太田　佳介 太田　佳介 平18. 8. 1整外 麻   リウ診療所
     ック 福岡県北九州市八幡西区永犬丸西常　勤:    1 新規 リハ 現存
     町３丁目１６－１ (医       1) 平24. 8. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 3757661,872,2 髙砂脳神経外科クリニ〒806-0058 093-644-0113髙砂　禎一 高砂　禎一 平18.11. 1脳外 神内 診療所
     ック 福岡県北九州市八幡西区鉄竜１丁 新規 現存
     目３－２ 平24.11. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 3758661,875,5 医療法人　まつもと内〒807-0866 093-693-2120医療法人　まつもと内松元　茂 平18.12. 1内   リウ 診療所
     科クリニック 福岡県北九州市八幡西区日吉台１常　勤:    1科クリニック　理事長 組織変更 現存
     丁目２５番２９号 (医       1)　松元　茂 平24.12. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 3759661,876,3 医療法人　博悠会　わ〒805-0050 093-661-0070医療法人　博悠会　わ渡邉　堅一 平18.12. 1内   他   診療所
     たなべクリニック 福岡県北九州市八幡東区春の町三常　勤:    2たなべクリニック　理 組織変更 現存
     丁目１番６号 (医       2)事長　渡邉　堅一 平24.12. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 3760661,877,1 医療法人　永犬丸むら〒807-0856 093-692-0085医療法人　永犬丸むら村上　修一 平18.12. 1内   診療所
     かみ内科クリニック 福岡県北九州市八幡西区八枝三丁常　勤:    2かみ内科クリニック　 組織変更 現存
     目１２番３号 (医       2)理事長　村上　修一 平24.12. 1
     非常勤:    9
     (医       9)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 3761661,878,9 医療法人　愛明会　も〒807-0072 093-611-5335医療法人　愛明会　理森園　茂明 平18.12. 1一般        14診療所
     りぞの内科 福岡県北九州市八幡西区上上津役常　勤:    1事長　森園　茂明 組織変更 内   リハ 現存
     二丁目１４－１７ (医       1) 平24.12. 1
     非常勤:    3
     (医       3)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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 3762661,879,7 福原医院 〒805-0015 093-651-6125福原　昌夫 福原　昌夫 平19. 1. 1内   消   小  診療所
     福岡県北九州市八幡東区荒生田２常　勤:    1 組織変更 現存
     丁目２－１４ (医       1) 平25. 1. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 3763661,880,5 医療法人　こがねまる〒807-1262 093-619-1877医療法人　こがねまる小金丸　史隆 平19. 1. 1内   消   放  診療所
     クリニック 福岡県北九州市八幡西区大字野面常　勤:    1クリニック　理事長　 組織変更 リハ 現存
     １８９３番地 (医       1)小金丸　史隆 平25. 1. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 3764661,881,3 あきた産科婦人科クリ〒807-0831 093-601-2121秋田　彰一 秋田　彰一 平19. 2. 1一般        10診療所
     ニック 福岡県北九州市八幡西区則松７丁常　勤:    1 新規 産   婦   現存
     目２１－１ (医       1) 平25. 2. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 3765661,882,1 医療法人　清家渉クリ〒807-0831 093-693-5008医療法人　清家渉クリ清家　渉 平19. 1. 1一般        19診療所
     ニック 福岡県北九州市八幡西区則松一丁常　勤:    1ニック　理事長　清家 組織変更 整外 リハ リウ現存
     目６番１７号 (医       1)　渉 平25. 1. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 3766661,883,9 医療法人広福会　ひろ〒806-0045 093-645-1211医療法人　広福会　理廣田　千治 平19. 1. 1内   消   呼  診療所
     た消化器科・内科クリ福岡県北九州市八幡西区竹末２丁常　勤:    1事長　廣田　千治 組織変更 循   現存
     ニック 目１番２８号 (医       1) 平25. 1. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 3767661,888,8 医療法人　島田クリニ〒805-0015 093-651-1529医療法人　島田クリニ島田　和生 平19. 5. 1外   診療所
     ック 福岡県北九州市八幡東区荒生田２常　勤:    2ック　理事長　島田　 組織変更 現存
     丁目３番８号 (医       2)和生 平25. 5. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 3768661,889,6 医療法人　時山内科ク〒806-0011 093-622-3011医療法人　時山内科ク時山　国大 平19. 5. 1内   リウ アレ診療所
     リニック 福岡県北九州市八幡西区紅梅１丁常　勤:    1リニック　理事長　時 組織変更 現存
     目７番２２号 (医       1)山　国大 平25. 5. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 3769661,893,8 サンビル日高外科クリ〒806-0021 093-631-0772医療法人　高志会　理日高　正晴 平19. 5. 1呼   消   外  診療所
     ニック 福岡県北九州市八幡西区黒崎１丁常　勤:    1事長　日高　正晴 組織変更 こう 気食 リハ現存
     目５番７号 (医       1) 平25. 5. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 3770661,895,3 医療法人　医生ヶ丘ク〒807-0802 093-601-5555医療法人　医生ヶ丘ク田中　弘 平19. 5. 1内   循   診療所
     リニック 福岡県北九州市八幡西区力丸町１常　勤:    2リニック　理事長　田 交代 現存
     １－２２ (医       2)中　弘 平25. 5. 1
     非常勤:    8
     (医       8)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 3771661,896,1 医療法人　上の原クリ〒807-0071 093-612-0002医療法人　上の原クリ生山　俊弘 平19. 5. 1ひ   皮   内  診療所
     ニック 福岡県北九州市八幡西区上の原３常　勤:    2ニック　理事長　生山 組織変更 リハ 現存
     丁目２８番１１号 (医       2)　俊弘 平25. 5. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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 3772661,898,7 医療法人　西村泌尿器〒807-0856 093-691-0001医療法人　西村泌尿器西村　敬史 平19. 6. 1一般 診療所
     科 福岡県北九州市八幡西区八枝三丁常　勤:    1科　理事長　西村　敬 組織変更     一般    19現存
     目９番１７号 (医       1)史 平25. 6. 1ひ   
     非常勤:    4
     (医       4)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 3773661,899,5 医療法人　江頭クリニ〒807-0825 093-692-6301医療法人　江頭クリニ江頭　和道 平19. 6. 1神   精   内  診療所
     ック 福岡県北九州市八幡西区折尾１丁常　勤:    2ック　理事長　江頭　 組織変更 現存
     目１３番１０号 (医       2)和道 平25. 6. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 3774661,905,0 福岡県済生会八幡総合〒805-0050 093-662-5211社会福祉法人　恩賜財北村　昌之 昭37. 7. 1一般       403総合病院
     (663,516,9) 病院 福岡県北九州市八幡東区春ノ町５常　勤:   93団　済生会　支部長　 内   心内 リウ現存
     丁目９－２７ (医      92)金納　文彦 平28. 7. 1小   外   整外
     (歯       1) 脳外 呼外 眼  
     非常勤:    5 耳い リハ 放  
     (医       5) 神内 皮   ひ  
     呼内 循   歯  
     麻   消   病理
     救命 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 3775661,906,8 北九州市立八幡病院 〒805-0061 093-662-6565北九州市長　北橋　健市川　光太郎 昭53. 2. 1一般       439総合病院
     (663,906,2) 福岡県北九州市八幡東区西本町４常　勤:   74治 内   循   小  現存
     丁目１８－１ (医      73) 平29. 2. 1外   整外 形外
     (歯       1) 脳外 呼外 消  
     非常勤:   13 皮   ひ   産婦
     (医      13) 眼   耳い 放  
     麻   歯   精  
     救命 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 3776661,908,4 医療法人社団翠会　八〒807-0846 093-691-3344医療法人社団　翠会　吉住　昭 昭60. 7. 1精神 病院
     幡厚生病院 福岡県北九州市八幡西区里中３丁常　勤:   18理事長　齊藤　雅     精神   410現存
     目１２－１２ (医      17) 平24. 7. 1内   精   神  
     (薬       1) 心内 
     非常勤:    7
     (医       5)
     (薬       2)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 3777661,911,8 健和会町上津役診療所〒807-0073 09-611-2811 公益財団法人　健和会川本　京子 昭53. 4. 1内   小   放  診療所
     福岡県北九州市八幡西区町上津役常　勤:    1　理事長　三宅　昌 現存
     東１丁目７－３８ (医       1) 平29. 4. 1
     非常勤:    1
     (医       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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 3778661,917,5 独立行政法人　地域医〒806-8501 093-641-5111独立行政法人　地域医内山　明彦 平16. 5. 1一般       575地域支援
     療機能推進機構　九州福岡県北九州市八幡西区岸の浦一常　勤:  131療機能推進機構　理事 移動 整外 外   呼外総合病院
     病院 丁目８番１号 (医     124)長　尾身　茂 平28. 5. 1消   胃   心外現存
     (薬       7) 脳外 内   呼内
     循   皮   ひ  
     産婦 眼   耳い
     小   小外 精  
     神内 放   臨床
     病理 麻   救命
     リハ 形外 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 3779661,918,3 小嶺江藤病院 〒807-0081 093-611-0456医療法人　義翔会　理江藤　義典 昭53.11. 1精神       207病院
     福岡県北九州市八幡西区小嶺３丁常　勤:    8事長　江藤　義典 精   神   内  現存
     目１９－１ (医       8) 平29.11. 1
     非常勤:   18
     (医      18)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 3780661,921,7 産業医科大学病院 〒807-8555 093-603-1611学校法人　産業医科大尾辻　豊 昭61. 5. 1一般       638特定機能
     (663,921,1) 福岡県北九州市八幡西区医生ケ丘常　勤:  449学　理事長　森山　寛 精神        40総合病院
     １－１ (医     439) 平28. 5. 1内   精   神内現存
     (歯      10) 呼内 小   外  
     非常勤:  303 心外 整外 脳外
     (医     298) 小外 皮   形外
     (歯       5) ひ   産婦 眼  
     耳い リハ 放  
     歯外 麻   救命
     病理 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 3781661,922,5 大平メディカルケア病〒807-0083 093-614-2101医療法人社団　明愛会吉田　泰憲 平12.11. 1一般        44病院
     院 福岡県北九州市八幡西区大平３丁常　勤:    4　理事長　種子田　吉 移動 療養       120現存
     目１４番７号 (医       4)郎 平24.11. 1外   内   整外
     非常勤:   85 循   呼   消  
     (医      85) 脳外 ひ   こう
     リハ 皮   
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 3782661,925,8 医療法人社団　尚わ会〒807-0828 093-601-3511医療法人社団　尚わ会柳井　繁章 平14.11. 1一般 病院
     　エンゼル病院 福岡県北九州市八幡西区友田１丁常　勤:    9　理事長　坂井　和裕 移動     一般    35現存
     目１１番１号 (医       9) 平26.11. 1産   婦   
     非常勤:   13
     (医      13)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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 3783661,927,4 医療法人社団　誠心会〒806-0059 093-631-7511医療法人社団　誠心会冬野　隆一 昭59. 1. 1一般       120病院
     　萩原中央病院 福岡県北九州市八幡西区萩原１丁常　勤:   10　理事長　冬野　喜郎 内   呼   消  現存
     目１０－１ (医      10) 平29. 1. 1循   放   リハ
     非常勤:   22 リウ 
     (医      22)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 3784661,928,2 北九州八幡東病院 〒805-0061 093-661-5915社会医療法人　北九州坂田　久信 昭61. 1. 1一般 病院
     福岡県北九州市八幡東区西本町二常　勤:   13病院　理事長　佐多　     一般   101現存
     丁目１－１７ (医      13)竹良 平28. 1. 1療養
     非常勤:   15     療養   267
     (医      15) その他
         介護   112
     内   リハ 神内
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 3785661,929,0 医療法人　緑風会　八〒805-0045 093-651-2507医療法人　緑風会　八内山　幹夫 昭62.10. 1精神       180病院
     幡大蔵病院 福岡県北九州市八幡東区河内２丁常　勤:   10幡大蔵病院　理事長　 内   精   神内現存
     目４－１１ (医       7)里村　幸男 平29.10. 1
     (歯       1)
     (薬       2)
     非常勤:   11
     (医       9)
     (歯       1)
     (薬       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 3786661,931,6 医療法人　三憲会　折〒807-0801 093-691-4366医療法人　三憲会　折原賀　憲亮 昭63. 4. 1精神       197病院
     尾病院 福岡県北九州市八幡西区本城３丁常　勤:    5尾病院　理事長　原賀 精   神   現存
     目２６番１８号 (医       4)　憲亮 平30. 4. 1
     (薬       1)
     非常勤:   23
     (医      23)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 3787661,933,2 医療法人財団はまゆう〒806-0057 093-641-1239医療法人財団はまゆう筬島　明彦 平26. 5. 1一般        41病院
     会新王子病院 福岡県北九州市八幡西区鉄王２丁常　勤:    9会　理事長　田中　孝 移動 内   外   麻  現存
     目２０番１号 (医       8)夫 平26. 5. 1リハ 循   神内
     (薬       1)
     非常勤:   27
     (医      27)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 3788661,935,7 医療法人　有吉医院 〒805-0013 093-651-0925医療法人　有吉医院　有吉　護 平元. 5. 1外   整外 皮  診療所
     福岡県北九州市八幡東区昭和１丁常　勤:    2理事長　有吉　護 リウ リハ 現存
     目３－６ (医       2) 平28. 5. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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 3789661,936,5 医療法人　佐藤内科胃〒807-0845 093-612-5223医療法人　佐藤内科胃佐藤　智雄 平元. 5. 1内   胃   循  診療所
     腸科クリニック 福岡県北九州市八幡西区永犬丸南常　勤:    2腸科クリニック　理事 現存
     町１丁目１－３ (医       2)長　佐藤　智雄 平28. 5. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 3790661,938,1 医療法人長村医院 〒805-0041 093-651-5879医療法人長村医院　理長村　俊志 平14.12. 2一般    診療所
     福岡県北九州市八幡東区祝町２丁常　勤:    2事長　長村　俊志 移動 内   消   現存
     目５－２２ (医       2) 平26.12. 2
     非常勤:    1
     (医       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 3791661,939,9 医療法人　オカダ医院〒805-0050 093-661-0071医療法人　オカダ医院岡田　五郎 平元. 6. 1内   胃   小  診療所
     福岡県北九州市八幡東区春の町５常　勤:    1　理事長　岡田　五郎 現存
     丁目１３－８ (医       1) 平28. 6. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 3792661,941,5 医療法人　片山整形外〒807-0803 093-601-1001医療法人　片山整形外片山　修史 平元. 6. 1整外 リハ リウ診療所
     科医院 福岡県北九州市八幡西区千代ケ崎常　勤:    3科医院　理事長　片山 現存
     ３丁目１３－３６ (医       3)　修史 平28. 6. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 3793661,942,3 医療法人よしの胃腸内〒807-0827 093-601-5003医療法人よしの胃腸内吉野　総平 平元. 6. 1一般    診療所
     科クリニック 福岡県北九州市八幡西区楠木２丁常　勤:    2科クリニック　理事長 内   消   現存
     目１７－１１ (医       2)　吉野　総平 平28. 6. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 3794661,943,1 医療法人　西野小児科〒807-0803 093-602-6868医療法人　西野小児科西野　裕 平元. 6. 1一般    診療所
     医院 福岡県北九州市八幡西区千代ケ崎常　勤:    2医院　理事長　西野　 小   現存
     ３－１３－２８ (医       2)裕 平28. 6. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 3795661,944,9 医療法人　黒崎吉田医〒806-0021 093-621-0946医療法人　黒崎吉田医吉田　有吾 平元. 6. 1呼内 アレ 内  診療所
     院 福岡県北九州市八幡西区黒崎３丁常　勤:    2院　理事長　吉田　有 小   現存
     目４－３ (医       2)吾 平28. 6. 1
     非常勤:    1
     (医       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 3796661,947,2 医療法人　永犬丸小児〒807-0843 093-612-8880医療法人　永犬丸小児ＫＩＭ　ＢＯＮＧーＧ平元. 6. 1小   診療所
     科医院 福岡県北九州市八幡西区三ケ森１常　勤:    2科医院　理事長　金　ＩＬＪＡＭＥＳ（金奉 現存
     丁目３－５ (医       2)奉吉 吉） 平28. 6. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 3797661,948,0 医療法人　山本循環器〒807-1132 093-618-1199医療法人　山本循環器山本　廣史 平元. 6. 1内   循   診療所
     内科医院 福岡県北九州市八幡西区馬場山西常　勤:    1内科医院　理事長　山 現存
     ３－１３ (医       1)本　廣史 平28. 6. 1
     非常勤:    1
     (医       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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 3798661,949,8 医療法人　平田クリニ〒807-0073 093-612-3232医療法人　平田クリニ平田　均 平元. 6. 1内   小   消  診療所
     ック 福岡県北九州市八幡西区町上津役常　勤:    1ック　理事長　平田　 呼   放   リハ現存
     東２丁目１９－５ (医       1)均 平28. 6. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 3799661,950,6 医療法人　福田医院 〒807-0082 093-612-3981医療法人　福田医院　福田　保夫 平元. 6. 1内   胃   呼  診療所
     福岡県北九州市八幡西区小嶺台１常　勤:    1理事長　福田　保夫 現存
     丁目９－１ (医       1) 平28. 6. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 3800661,951,4 医療法人　河村内科医〒806-0044 093-631-3033医療法人　河村内科医河村　恭輔 平元. 7. 1内   診療所
     院 福岡県北九州市八幡西区相生町３常　勤:    1院　理事長　河村　恭 現存
     －２７ (医       1)輔 平28. 7. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 3801661,952,2 医療法人　重森医院 〒807-0074 093-611-0201医療法人　重森医院　重森　宏敬 平元. 7. 1内   小   消  診療所
     福岡県北九州市八幡西区町上津役常　勤:    2理事長　重森　文雄 現存
     西４丁目１－５ (医       2) 平28. 7. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 3802661,953,0 医療法人　久原内科医〒806-0064 093-631-2579医療法人　久原内科医久原　孝夫 平元. 7. 1内   呼   胃  診療所
     院 福岡県北九州市八幡西区割子川２常　勤:    1院　理事長　久原　孝 循   現存
     丁目１０－１８ (医       1)夫 平28. 7. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 3803661,956,3 医療法人　沖重医院 〒805-0017 093-671-5875医療法人　沖重医院　隅野　有香 平10. 2. 1一般    診療所
     福岡県北九州市八幡東区山王一丁常　勤:    3理事長　隅野　有香 移動 内   胃   循  現存
     目１７番１３号 (医       3) 平28. 2. 1小   放   
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 3804661,957,1 医療法人　岡本眼科医〒807-0843 093-611-1740医療法人　岡本眼科医岡本　純之助 平 9. 7. 1眼   診療所
     院 福岡県北九州市八幡西区三ケ森四常　勤:    2院　理事長　岡本　純 移動 現存
     丁目１１番１０号 (医       2)之助 平24. 7. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 3805661,958,9 医療法人　ながの医院〒807-1112 093-613-5557医療法人　ながの医院永野　隆治 平元. 9. 1小   耳い 診療所
     福岡県北九州市八幡西区千代１丁常　勤:    2　理事長　永野　隆治 現存
     目１－５ (医       2) 平28. 9. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 3806661,959,7 医療法人　敬人会　麻〒805-0048 093-651-5182医療法人敬人会麻生医麻生　恒樹 平元. 9. 1内   胃   診療所
     生医院 福岡県北九州市八幡東区大蔵２丁常　勤:    2院　理事長　麻生　恒 現存
     目１４－８ (医       2)樹 平28. 9. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 3807661,962,1 医療法人　松島クリニ〒805-0014 093-652-0001医療法人　松島クリニ松島　慶幸 平12. 9.25一般    診療所
     ック 福岡県北九州市八幡東区茶屋町２常　勤:    2ック　理事長　松島　 移動 療養    現存
     番８号 (医       2)慶幸 平24. 9.25内   
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 3808661,963,9 医療法人　古村クリニ〒807-0825 093-691-0711医療法人古村クリニッ古村　尚 平28. 9.21内   循   診療所
     ック 北九州市八幡西区折尾１丁目１番常　勤:    2ク　理事長　古村　尚 移動 現存
     ８号 (医       2) 平28. 9.21
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 3809661,967,0 医療法人　田中内科医〒806-0044 093-641-3973医療法人　田中内科医田中　潔 平 2. 2. 1内   診療所
     院 福岡県北九州市八幡西区相生町１常　勤:    1院　理事長　田中　潔 現存
     ０－７ (医       1) 平29. 2. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 3810661,968,8 医療法人　谷内科クリ〒806-0026 093-621-5058医療法人谷内科クリニ谷　良樹 平 2. 3. 1内   胃   循  診療所
     ニック 福岡県北九州市八幡西区西神原町常　勤:    2ック　理事長　谷　良 アレ リハ 現存
     １－２７ (医       2)樹 平29. 3. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 3811661,969,6 医療法人おおくぼ眼科〒806-0022 093-632-1010医療法人おおくぼ眼科大久保　享一 平16. 9. 1眼   診療所
     医院 福岡県北九州市八幡西区藤田３丁常　勤:    1医院　理事長　大久保 移動 現存
     目４番９号 (医       1)　享一 平28. 9. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 3812661,970,4 医療法人野田医院 〒805-0019 093-671-0094医療法人　野田医院　西田　英一 平 2. 5. 1内   小   循  診療所
     福岡県北九州市八幡東区中央１丁常　勤:    4理事長　西田　英一 現存
     目２－１３ (医       4) 平29. 5. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 3813661,972,0 医療法人山脇内科クリ〒807-0845 093-611-0002医療法人山脇内科クリ山脇　眞 平14. 8.19内   消   循  診療所
     ニック 福岡県北九州市八幡西区永犬丸南常　勤:    1ニック　理事長　山脇 移動 呼内 現存
     町一丁目１１番１３号 (医       1)　眞 平26. 8.19
     非常勤:    1
     (医       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 3814661,973,8 医療法人脇坂内科医院〒806-0026 093-621-4583医療法人脇坂内科医院脇坂　滋 平 2. 8. 1内   呼   胃  診療所
     福岡県北九州市八幡西区西神原町常　勤:    1　理事長　脇坂　滋 循   現存
     ３－２ (医       1) 平29. 8. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 3815661,974,6 医療法人泰然会　青山〒806-0049 093-642-1483医療法人泰然会　青山里村　知宣 平 2. 8. 1整外 リハ リウ診療所
     整形外科医院 福岡県北九州市八幡西区穴生２丁常　勤:    2整形外科医院　理事長 現存
     目８－１２ (医       2)　里村　知宣 平29. 8. 1
     非常勤:    2
     (医       2)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 3816661,975,3 医療法人　末吉耳鼻咽〒806-0021 093-621-1312医療法人　末吉耳鼻咽末吉　太郎 平 2.11. 1耳   気食 診療所
     喉科医院 福岡県北九州市八幡西区黒崎３丁常　勤:    2喉科医院　理事長　末 現存
     目８－２６ (医       2)吉　太郎 平29.11. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 3817661,976,1 もり眼科医院 〒805-0067 093-661-0022医療法人　モリ　理事森　真由美 平 2.12. 1眼   診療所
     福岡県北九州市八幡東区祇園３丁常　勤:    1長　森　真由美 現存
     目１－１１ (医       1) 平29.12. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 3818661,977,9 医療法人　峯崎内科ク〒805-0031 093-652-7222医療法人峯崎内科クリ峯﨑　智久 平 2.12. 1内   胃   他  診療所
     リニック 福岡県北九州市八幡東区槻田２丁常　勤:    2ニック　理事長　峯﨑 現存
     目２－１３ (医       2)　智久 平29.12. 1
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 3819661,978,7 医療法人　石橋医院 〒807-1133 093-618-5123医療法人　石橋医院　石橋　尚範 平 3. 4. 1一般        19診療所
     福岡県北九州市八幡西区馬場山緑常　勤:    1理事長　石橋　尚範 内   胃   外  現存
     １－６ (医       1) 平30. 4. 1
     非常勤:    3
     (医       3)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 3820661,979,5 医療法人　ひがしだク〒805-0071 093-671-2311医療法人　ひがしだク松尾　賢三 平24. 3. 1一般         2診療所
     リニック 福岡県北九州市八幡東区東田一丁常　勤:    2リニック　理事長　松 移動 療養        10現存
     目６番２号 (医       2)尾　賢三 平30. 3. 1内   
     非常勤:   10
     (医      10)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 3821661,981,1 医療法人　田原整形外〒805-0002 093-681-8651医療法人　田原整形外田原　敬士 平 6.11. 1一般 診療所
     科医院 福岡県北九州市八幡東区枝光４－常　勤:    1科医院　理事長　田原 移動     一般    19現存
     ３－１４ (医       1)　敬士 平24.11. 1整外 リハ リウ
     外   
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 3822661,986,0 医療法人　田中整形外〒807-1141 093-617-0006医療法人田中整形外科田中　幸一 平 4. 4. 1整外 リハ 診療所
     科医院 福岡県北九州市八幡西区楠橋上方常　勤:    2医院　理事長　田中　 現存
     １丁目１２－２ (医       2)幸一 平28. 4. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 3823661,987,8 医療法人　横溝医院 〒805-0041 093-652-2089医療法人　横溝医院　松尾　健三 平 4. 5. 1内   皮   診療所
     福岡県北九州市八幡東区祝町２丁常　勤:    1理事長　松尾　健三 現存
     目１３－２ (医       1) 平28. 5. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 3824661,988,6 医療法人　高尾クリニ〒806-0033 093-641-1501医療法人　高尾クリニ高尾　明 平 4. 8. 1神内 脳外 診療所
     ック 福岡県北九州市八幡西区岡田町２常　勤:    1ック　理事長　高尾　 現存
     －２０第２ヤスニシビル３０２号(医       1)明 平28. 8. 1
     非常勤:    3
     (医       3)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 3825661,989,4 医療法人　はまだ皮ふ〒807-0803 093-603-0234医療法人　はまだ皮ふ濱田　聖子 平 4. 8. 1皮   診療所
     科医院 福岡県北九州市八幡西区千代ケ崎常　勤:    1科医院　理事長　濱田 現存
     ３丁目７－４ (医       1)　聖子 平28. 8. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 3826661,990,2 有吉クリニック 〒806-0027 093-645-1310医療法人俊英会　理事有吉　俊一 平 4. 8. 1一般 診療所
     福岡県北九州市八幡西区菅原町５常　勤:    1長　有吉　俊一     一般 現存
     －１ (医       1) 平28. 8. 1麻   内   神内
     非常勤:    1 リハ 放   消  
     (医       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 3827661,991,0 医療法人　橋爪小児科〒805-0048 093-651-8201医療法人　橋爪小児科橋爪　廣好 平 4. 8. 1内   小   診療所
     内科医院 福岡県北九州市八幡東区大蔵２丁常　勤:    1内科医院　理事長　橋 現存
     目３－１８ (医       1)爪　 好 平28. 8. 1
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 3828661,992,8 医療法人　山本医院 〒807-1103 093-617-0318医療法人　山本医院　山本　節也 平 4.12. 1一般 診療所
     福岡県北九州市八幡西区香月西３常　勤:    2理事長　山本　節也     一般     1現存
     丁目３－７ (医       1) 平28.12. 1療養
     (歯       1)     療養     7
     療養
         介護    11
     外   内   整外
     皮   リハ 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 3829661,993,6 医療法人　メイ　築城〒805-0025 093-651-2484医療法人　メイ　理事築城　健義 平 4.12. 1内   呼   循  診療所
     内科医院 福岡県北九州市八幡東区中尾２丁常　勤:    1長　築城　健義 現存
     目５－５ (医       1) 平28.12. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 3830661,994,4 医療法人　白 医院 〒807-0832 093-691-0660医療法人　白 医院　白土　宏則 平 5. 1. 1内   消   小  診療所
     福岡県北九州市八幡西区東筑１丁常　勤:    2理事長　白 　宏則 現存
     目６－２３ (医       2) 平29. 1. 1
     非常勤:    1
     (医       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 3831661,996,9 医療法人　香林会　香〒807-1102 093-617-0173医療法人　香林会　理白石　昌之 平 5. 2. 1一般        74病院
     月中央病院 福岡県北九州市八幡西区香月中央常　勤:    2事長　白石　昌之 内   外   整外現存
     １丁目１４－１８ (医       2) 平29. 2. 1ひ   リハ 
     非常勤:   23
     (医      23)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 3832661,997,7 医療法人　かどもと眼〒805-0050 093-661-7788医療法人　かどもと眼加登本　拡 平 5. 4. 1眼   診療所
     科医院 福岡県北九州市八幡東区春の町５常　勤:    1科医院　理事長　加登 現存
     丁目１３－４ (医       1)本　拡 平29. 4. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 3833661,998,5 ごしま耳鼻咽喉科医院〒805-0016 093-652-2464医療法人　ごしま医院五島　桂子 平17.10. 1耳い 診療所
     福岡県北九州市八幡東区高見二丁常　勤:    2　理事長　五島　桂子 移動 現存
     目８番３号 (医       2) 平29.10. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 3834661,999,3 医療法人　大塚産婦人〒807-0803 093-603-8811医療法人大塚産婦人科大塚　慶太郎 平 5. 4. 1一般        18診療所
     科クリニック 福岡県北九州市八幡西区千代ケ崎常　勤:    2クリニック　理事長　 産婦 現存
     ２丁目２－１２ (医       2)大塚　慶太郎 平29. 4. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 3835662,231,0 林田医院 〒805-0068 09-68-6283 林田　秀一 林田　秀一 昭39. 2. 1内   小   診療所
     福岡県北九州市八幡東区桃園２丁常　勤:    1 現存
     目６－４０ (医       1) 平24. 2. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 3836662,494,4 あらがき脳神経外科医〒806-0067 093-631-7881新垣　良浩 新垣　良浩 昭56. 4. 1一般    診療所
     院 福岡県北九州市八幡西区引野１丁常　勤:    1 外   脳外 リハ現存
     目２番２２号 (医       1) 平29. 4. 1
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 3837662,536,2 藤川内科医院 〒807-1146 093-618-8484藤川　康平 藤川　康平 昭61. 8. 1内   胃   診療所
     福岡県北九州市八幡西区楠橋下方常　勤:    1 現存
     ２丁目７－１５ (医       1) 平28. 8. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 3838662,576,8 吉川医院 〒807-1103 093-617-0317吉川　仁 吉川　仁 平 2. 4.18一般         1診療所
     福岡県北九州市八幡西区香月西３常　勤:    1 療養        18現存
     丁目３－１１ (医       1) 平29. 4. 1内   消   リハ
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 3839662,617,0 櫻井医院 〒807-0825 093-691-0528櫻井　省史 櫻井　省史 平 5. 7. 1一般        12診療所
     福岡県北九州市八幡西区折尾４－常　勤:    1 交代 外   胃   整外現存
     ２－１０ (医       1) 平29. 7. 1皮   性   麻  
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 3840662,618,8 和田外科クリニック 〒805-0069 093-681-8128和田　八郎 和田　八郎 平 5. 8. 1外   消   循  診療所
     福岡県北九州市八幡東区前田２丁常　勤:    1 新規 リハ 休止
     目１１－１７ (医       1) 平23. 8. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 3841662,631,1 眼科向野医院 〒807-0825 093-601-3212向野　利彦 向野　利彦 平 6. 2. 6眼   診療所
     福岡県北九州市八幡西区折尾４－常　勤:    1 交代 現存
     ３０－２３ (医       1) 平30. 2. 6
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 3842662,634,5 多田はなよ眼科医院 〒807-0871 093-693-5050多田　花代 多田　花代 平21. 5. 1眼   診療所
     福岡県北九州市八幡西区浅川学園常　勤:    1 新規 現存
     台３の１０の５ (医       1) 平27. 5. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 3843662,636,0 葉子クリニック 〒805-0016 093-651-0880内山　葉子 内山　葉子 平21. 5. 1内   心内 精  診療所
     福岡県北九州市八幡東区高見３丁常　勤:    1 新規 現存
     目３－１３ (医       1) 平27. 5. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 3844662,640,2 医療法人　桜クリニッ〒807-0842 093-614-3939医療法人　桜クリニッ増田　郷史 平21.12. 1一般        19診療所
     ク 福岡県北九州市八幡西区永犬丸東常　勤:    1ク　理事長　増田　郷 組織変更 整外 リハ リウ現存
     町三丁目１１番１１号 (医       1)史 平27.12. 1
     非常勤:   15
     (医      15)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 3845662,641,0 こばやし皮膚科クリニ〒805-0016 093-654-2200医療法人　こばやし皮小林　順一 平22. 1. 1皮   診療所
     ック 福岡県北九州市八幡東区高見２丁常　勤:    1膚科クリニック　理事 組織変更 現存
     目８－５ (医       1)長　小林　順一 平28. 1. 1
     非常勤:    1
     (医       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 3846662,643,6 重村医院 〒807-0873 093-601-0630重村　智子 重村　智子 平22. 3. 8内   胃   小  診療所
     福岡県北九州市八幡西区藤原２－常　勤:    1 交代 循   現存
     １７－１０ (医       1) 平28. 3. 8
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 3847662,644,4 医療法人しょうわ会　〒806-0037 093-644-0756医療法人しょうわ会　浦上　泰成 平22. 4. 1一般       106病院
     正和なみき病院 福岡県北九州市八幡西区東王子町常　勤:    3理事長　浦上　陽一 新規 整外 リハ 外  現存
     １３－１ (医       3) 平28. 4. 1内   消   循  
     非常勤:   33 麻   
     (医      33)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 3848662,932,3 医療法人社団　鍵山医〒807-0824 093-691-2741医療法人社団鍵山医院鍵山　明弘 平元. 2. 1一般 診療所
     院 福岡県北九州市八幡西区光明１丁常　勤:    2　理事長　鍵山　明弘     一般    19現存
     目８－８ (医       2) 平28. 2. 1内   循   外  
     非常勤:    1 整外 皮   
     (医       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 3849662,934,9 医療法人　麻生医院 〒805-0021 093-651-1221医療法人麻生医院　理麻生　禮資 平元. 2. 1内   診療所
     福岡県北九州市八幡東区石坪町７常　勤:    1事長　麻生　禮資 現存
     －１ (医       1) 平28. 2. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 3850662,945,5 医療法人　だいらく小〒807-0874 093-603-8393医療法人　だいらく小大楽　雅史 平元. 6. 1小   診療所
     児科医院 福岡県北九州市八幡西区大浦１丁常　勤:    1児科医院　理事長　大 現存
     目１３－１４ (医       1)楽　雅史 平28. 6. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 3851662,961,2 医療法人　津森医院 〒805-0069 093-671-3649医療法人　津森医院　佐藤　隆司 平元. 9. 1内   呼内 アレ診療所
     福岡県北九州市八幡東区前田２丁常　勤:    2理事長　佐藤　隆司 現存
     目１６－２ (医       2) 平28. 9. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 3852662,980,2 八幡慈恵病院 〒807-1261 093-618-2100医療法人　慈恵睦会　真角　正 平 3. 6. 1一般        60病院
     福岡県北九州市八幡西区木屋瀬１常　勤:    5理事長　真角　正 療養        70現存
     丁目１２－２３ (医       4) 平30. 6. 1内   呼   胃  
     (薬       1) 循   リハ 放  
     非常勤:   17
     (医      16)
     (薬       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 3853662,984,4 北九州産業衛生診療所〒805-0071 093-671-8100一般財団法人　西日本櫻井　剛 平28. 3. 1内   呼内 消  診療所
     福岡県北九州市八幡東区東田一丁常　勤:   11産業衛生会　理事長　 移動 婦   放   現存
     目４番８号 (医      11)長竹　美義 平28. 3. 1
     非常勤:   20
     (医      20)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 3854662,985,1 医療法人　荒牧産婦人〒807-0815 093-692-0303医療法人　荒牧産婦人荒牧　昭次郎 平 3. 9. 1一般        13診療所
     科医院 福岡県北九州市八幡西区本城東５常　勤:    1科医院　理事長　荒牧 産   婦   現存
     丁目５－３ (医       1)　昭次郎 平24. 9. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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 3855671,001,6 医療法人透真会　医生〒807-0803 093-603-4155医療法人　透真会　理武田　美樹 平19. 7. 1眼   診療所
     ヶ丘眼科 福岡県北九州市八幡西区千代ヶ崎常　勤:    1事長　武田　美樹 組織変更 現存
     ２丁目２番地９ (医       1) 平25. 7. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 3856671,003,2 中野内科クリニック 〒805-0050 093-661-6100中野　寛行 中野　寛行 平19.11. 1内   診療所
     福岡県北九州市八幡東区春の町１常　勤:    1 交代 現存
     －６－２０ (医       1) 平25.11. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 3857671,004,0 井立耳鼻咽喉科医院 〒807-0075 093-611-0401土屋　睦子 土屋　睦子 平19.11.23耳い 診療所
     福岡県北九州市八幡西区下上津役常　勤:    1 交代 現存
     １丁目１０－１６ (医       1) 平25.11.23
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 3858671,005,7 医療法人文翠会ふるた〒807-0078 093-613-8013医療法人文翠会　理事古田　文隆 平19.12. 1整外 形外 美外診療所
     整形外科・形成外科ク福岡県北九州市八幡西区中の原２常　勤:    1長　古田　文隆 組織変更 リハ 現存
     リニック 丁目１９番３号 (医       1) 平25.12. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 3859671,006,5 小嶺外科胃腸科医院 〒807-0073 093-611-0270篠原　貫之 篠原　貫之 平20. 1. 1一般         6診療所
     福岡県北九州市八幡西区町上津役常　勤:    1 交代 療養        11現存
     東２丁目１－１３ (医       1) 平26. 1. 1外   胃   整外
     非常勤:    2 循   皮   リハ
     (医       2) 婦   
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 3860671,007,3 有吉産婦人科医院 〒806-0047 093-631-5846有吉　保則 有吉　保則 平20. 1. 1産婦 診療所
     福岡県北九州市八幡西区鷹ノ巣２常　勤:    1 交代 現存
     丁目７－３０ (医       1) 平26. 1. 1
     非常勤:    1
     (医       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 3861671,015,6 医療法人　山本内科ク〒806-0047 093-383-6736医療法人　山本内科ク山本　繁樹 平21. 1. 1内   診療所
     リニック 福岡県北九州市八幡西区鷹の巣二常　勤:    1リニック　理事長　山 組織変更 現存
     丁目７番２７号 (医       1)本　繁樹 平27. 1. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 3862671,016,4 畑内科クリニック 〒807-0857 093-693-1511医療法人　 畑内科ク 畑　佳秀 平22. 5. 1内   消   診療所
     福岡県北九州市八幡西区北筑２丁常　勤:    1リニック　理事長　 組織変更 現存
     目１９番地１０９ (医       1)畑　佳秀 平28. 5. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 3863671,019,8 くみこキッズクリニッ〒805-0008 093-681-1122医療法人　航悠会　理中村　久美子 平23. 1. 1小   アレ 診療所
     ク 福岡県北九州市八幡東区枝光本町常　勤:    1事長　中村　久美子 組織変更 現存
     １－２ (医       1) 平29. 1. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 3864671,022,2 益田内科クリニック 〒805-0062 093-681-0806益田　勝敏 益田　勝敏 平29. 4.11内   他   診療所
     北九州市八幡東区平野３丁目１番常　勤:    1 移動 現存
     ２号 (医       1) 平29. 4.11
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 3865671,023,0 医療法人　耳鼻咽喉科〒806-0045 093-622-8787医療法人　耳鼻咽喉科吉田　和秀 平23. 4. 1耳い アレ 診療所
     よしだクリニック 福岡県北九州市八幡西区竹末二丁常　勤:    1よしだクリニック　理 組織変更 現存
     目２番１号 (医       1)事長　吉田　和秀 平29. 4. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 3866671,024,8 さくらアイクリニック〒806-0021 093-645-0250井上　真弓 井上　真弓 平23. 4. 1眼   診療所
     福岡県北九州市八幡西区黒崎１丁常　勤:    1 交代 現存
     目５番７号４階 (医       1) 平29. 4. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 3867671,027,1 浦部内科放射線科医院〒807-1131 093-619-5200浦部　祐子 浦部　祐子 平23. 8. 1内   放   診療所
     福岡県北九州市八幡西区馬場山東常　勤:    1 交代 現存
     １－３－２２ (医       1) 平29. 8. 1
     非常勤:    1
     (医       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 3868671,028,9 もり耳鼻咽喉科・皮膚〒805-0017 093-616-8751森　貴稔 森　貴稔 平23.10. 1耳い 皮   診療所
     科 福岡県北九州市八幡東区山王１丁常　勤:    2 新規 現存
     目１７－５ (医       2) 平29.10. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 3869671,029,7 たかみクリニック 〒805-0016 093-651-0701望月　英徳 望月　英徳 平23.10. 1内   小   呼  診療所
     福岡県北九州市八幡東区高見２－常　勤:    1 移動 アレ 現存
     ８－１ (医       1) 平29.10. 1
     非常勤:    1
     (医       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 3870671,030,5 医療法人高嶋クリニッ〒806-0021 093-631-2340医療法人高嶋クリニッ髙嶋　雅樹 平24. 1. 1外   内   消  診療所
     ク 福岡県北九州市八幡西区黒崎五丁常　勤:    1ク　理事長　髙嶋　雅 組織変更 こう 整外 リハ現存
     目５番２４号 (医       1)樹 平30. 1. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 3871671,031,3 医療法人　ひらたクリ〒805-0061 093-663-1415医療法人　ひらたクリ平田　静弘 平24. 1. 1胃   小外 診療所
     ニック 福岡県北九州市八幡東区西本町三常　勤:    1ニック　理事長　平田 組織変更 現存
     丁目６番１号八幡駅ビル１Ｆ (医       1)　静弘 平30. 1. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 3872671,036,2 大八木眼科 〒805-0019 093-616-9825医療法人　大八木眼科大八木　智仁 平25. 4. 1眼   診療所
     福岡県北九州市八幡東区中央二丁常　勤:    1　理事長　大八木　智 組織変更 現存
     目２０番１号 (医       1)仁 平25. 4. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 3873671,037,0 中野胃腸クリニック 〒807-0874 093-230-0230医療法人　中野胃腸ク中野　重一 平25. 4. 1内   消   診療所
     福岡県北九州市八幡西区大浦１丁常　勤:    1リニック　理事長　中 組織変更 現存
     目１－３５ (医       1)野　重一 平25. 4. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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 3874671,038,8 北九州市立第２夜間・〒806-0021 093-641-3119北九州市　北九州市長西野　冽子 平25. 5. 1内   外   整外診療所
     休日急患センター 福岡県北九州市八幡西区黒崎三丁常　勤:    3　北橋　健治 新規 現存
     目１５番３号 (医       3) 平25. 5. 1
     非常勤:   15
     (医      15)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 3875671,039,6 療養介護事業所　ひな〒807-1144 093-618-7566社会福祉法人　絆の会河野　洋一 平25. 5. 1一般        46病院
     た家 福岡県北九州市八幡西区真名子二常　勤:    1　理事長　中川　昇 新規 内   小   現存
     丁目２番１２号 (医       1) 平25. 5. 1
     非常勤:   15
     (医      15)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 3876671,041,2 今井医院 〒807-0077 093-613-3555今井　伸恵 今井　伸恵 平25.10. 1内   呼内 小  診療所
     福岡県北九州市八幡西区沖田２－常　勤:    1 交代 現存
     １７－１ (医       1) 平25.10. 1
     非常勤:    1
     (医       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 3877671,042,0 みさご内科クリニック〒807-0821 093-645-6100医療法人みさご内科ク三砂　將裕 平25.12. 1内   胃   診療所
     福岡県北九州市八幡西区陣原三丁常　勤:    1リニック　理事長　三 組織変更 現存
     目２３番９号 (医       1)砂　將裕 平25.12. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 3878671,049,5 昭和町クリニック 〒805-0013 093-653-2534医療法人緑風会　理事浅海　安雄 平26. 6. 1内   精   診療所
     福岡県北九州市八幡東区昭和２丁常　勤:    1長　里村　幸男 新規 現存
     目１－１０ (医       1) 平26. 6. 1
     非常勤:    1
     (医       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 3879671,052,9 山口内科医院 〒806-0021 093-621-5987有吉　恭子 有吉　恭子 平26. 8.17内   循   消  診療所
     北九州市八幡西区黒崎２丁目１０常　勤:    1 交代 呼内 現存
     番１８号黒崎センタービル２階 (医       1) 平26. 8.17
     非常勤:    1
     (医       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 3880671,055,2 桃園公園クリニック 〒805-0068 093-671-1119医療法人　はるか　理福永　源太 平26.12. 1内   循   呼内診療所
     福岡県北九州市八幡東区桃園一丁常　勤:    2事長　福永　源太 組織変更 神内 外   リハ現存
     目５番１号 (医       2) 平26.12. 1救命 小   
     非常勤:   17
     (医      17)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 3881671,056,0 引野口循環器クリニッ〒806-0067 093-621-0221医療法人　引野口循環穴井　堅能 平26.12. 1循   内   心外診療所
     ク 福岡県北九州市八幡西区引野一丁常　勤:    1器クリニック　理事長 組織変更 現存
     目３番８号 (医       1)　穴井　堅能 平26.12. 1
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 3882671,057,8 まえの眼科 〒805-0068 093-663-7321前野　則子 前野　則子 平27. 2. 1眼   診療所
     福岡県北九州市八幡東区桃園１丁常　勤:    1 新規 現存
     目５番１１号 (医       1) 平27. 2. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 3883671,059,4 小野内科医院 〒805-0061 093-661-4395小野　哲二朗 小野　哲二朗 平27. 4. 1内   消   診療所
     福岡県北九州市八幡東区西本町４常　勤:    2 新規 現存
     －１２－６ (医       2) 平27. 4. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 3884671,060,2 宮本眼科クリニック 〒806-0021 093-641-7043宮本　理恵 宮本　理恵 平27. 5. 1眼   診療所
     福岡県北九州市八幡西区黒崎４－常　勤:    1 新規 現存
     １－３　３階 (医       1) 平27. 5. 1
     非常勤:    1
     (医       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 3885671,062,8 田啓子内科・糖尿病〒807-0805 093-692-0606医療法人 田啓子内科 田　啓子 平27. 4.10内   診療所
     内科クリニック 福岡県北九州市八幡西区光貞台一常　勤:    1・糖尿病内科クリニッ 組織変更 現存
     丁目３番２６号 (医       1)ク　理事長　 田　啓 平27. 4.10
     非常勤:    4子
     (医       4)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 3886671,063,6 大島呼吸器内科クリニ〒806-0028 093-644-7116大島　司 大島　司 平27. 6. 1内   呼内 診療所
     ック 福岡県北九州市八幡西区熊手２－常　勤:    1 新規 現存
     ３－１３　太陽生命八幡ビル１Ｆ(医       1) 平27. 6. 1
     非常勤:    2
     (医       2)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 3887671,065,1 さかいメディカルクリ〒806-0030 093-644-7500境　文孝 境　文孝 平27. 6. 1内   放   消  診療所
     ニック 福岡県北九州市八幡西区山寺町１常　勤:    1 新規 現存
     １番８号 (医       1) 平27. 6. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 3888671,066,9 黒崎中央医院 〒806-0022 093-616-7106医療法人　黒崎中央医丸岡　 之 平28. 2. 1精   心内 診療所
     福岡県北九州市八幡西区藤田四丁常　勤:    1院　理事長　丸岡　 組織変更 現存
     目２番６号 (医       1)之 平28. 2. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 3889671,067,7 北九州市立総合療育セ〒806-0066 093-632-3600北九州市長　北橋　健佐伯　満 平28. 4. 1小   内   リハ診療所
     (663,860,1) ンター西部分所 福岡県北九州市八幡西区若葉一丁常　勤:    1治 新規 整外 歯   小歯現存
     目８番１号 (医       1) 平28. 4. 1
     非常勤:   13
     (医      11)
     (歯       2)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 3890671,068,5 たなか整形外科 〒805-0048 093-654-5656医療法人たなか整形外田中　孝明 平28. 3. 1整外 リハ リウ診療所
     福岡県北九州市八幡東区大蔵一丁常　勤:    1科　理事長　田中　孝 組織変更 現存
     目１４番２号 (医       1)明 平28. 3. 1
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 3891671,069,3 医療法人　長友内科・〒807-0875 093-693-2333医療法人　長寿会　理長友　敏寿 平28. 4. 1内   循   呼  診療所
     循環器内科クリニック福岡県北九州市八幡西区浅川台一常　勤:    1事長　長友　敏寿 組織変更 現存
     丁目１番２２号 (医       1) 平28. 4. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 3892671,070,1 医療法人　おくながク〒806-0030 093-621-0850医療法人　おくながク奥永　良樹 平28. 4. 1内   消   外  診療所
     リニック 福岡県北九州市八幡西区山寺町２常　勤:    1リニック　理事長　奥 組織変更 現存
     番１０号 (医       1)永　良樹 平28. 4. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 3893671,071,9 伊豆皮膚科医院 〒806-0021 093-641-1000伊豆　邦夫 伊豆　邦夫 平28. 4. 1皮   診療所
     福岡県北九州市八幡西区黒崎２－常　勤:    2 交代 現存
     ７－７ (医       2) 平28. 4. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 3894671,072,7 森寺整形外科 〒805-0068 093-663-2233森寺　邦晃 森寺　邦晃 平28. 5. 1整外 リハ 診療所
     福岡県北九州市八幡東区桃園１丁常　勤:    1 新規 現存
     目５－１２ (医       1) 平28. 5. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 3895671,073,5 しおた内科・外科 〒807-0831 093-616-1313塩田　浩二 塩田　浩二 平28. 5. 1内   消   外  診療所
     福岡県北九州市八幡西区則松１丁常　勤:    1 新規 現存
     目６－１ (医       1) 平28. 5. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 3896671,075,0 ひびきの皮ふ科 〒807-0807 093-981-6922小南　賢吉郎 小南　賢吉郎 平28. 7. 1皮   アレ 形外診療所
     福岡県北九州市八幡西区本城学研常　勤:    1 新規 現存
     台３丁目１番８号 (医       1) 平28. 7. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 3897671,076,8 光明聖マリアクリニッ〒807-0824 093-692-7272豊福　勝仁 豊福　勝仁 平28.12. 1一般 診療所
     ク 北九州市八幡西区光明２－１２－常　勤:    1 交代     一般    19現存
     ３２ (医       1) 平28.12. 1心内 精   アレ
     皮   内   整外
     リハ 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 3898671,077,6 黒崎こころのクリニッ〒806-0021 093-642-0556花田　雄樹 花田　雄樹 平29. 4. 1精   心内 診療所
     ク 北九州市八幡西区黒崎１丁目５－常　勤:    1 新規 現存
     １４－６Ｆ (医       1) 平29. 4. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 3899671,078,4 くろさきクリニック 〒806-0036 093-616-2162医療法人しんあい会　江崎　雅夫 平29. 4. 1眼   内   診療所
     北九州市八幡西区西曲里町３番１常　勤:    1理事長　松尾　眞二郎 交代 現存
     イオンタウン黒崎２階 (医       1) 平29. 4. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 3900671,079,2 はた医院 〒806-0049 093-642-0353秦　浩一 秦　浩一 平29. 4. 1内   リウ 胃  診療所
     北九州市八幡西区穴生４－９－９常　勤:    1 交代 リハ 現存
     (医       1) 平29. 4. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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 3901671,080,0 ながい内科・循環器内〒807-0815 093-693-5136長井　善孝 長井　善孝 平29.10. 1内   循   診療所
     科クリニック 北九州市八幡西区本城東１丁目１常　勤:    1 新規 現存
     ０－１３ (医       1) 平29.10. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 3902671,081,8 みやび内科・眼科クリ〒805-0071 093-663-7163医療法人真光憲会みや松永　雅道 平29.12. 1内   精   眼  診療所
     ニック 北九州市八幡東区東田三丁目２－常　勤:    1び内科・眼科クリニッ 組織変更 現存
     １０２イオンモール八幡東２Ｆ (医       1)ク　理事長　松永　雅 平29.12. 1
     非常勤:    4道
     (医       4)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 3903671,082,6 いしもと眼科 〒807-0856 093-695-2020医療法人いしもと眼科石本　聖一 平30. 1. 1眼   診療所
     北九州市八幡西区八枝４丁目３番常　勤:    1　理事長　石本　聖一 組織変更 現存
     ８号 (医       1) 平30. 1. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 3904671,083,4 医療法人　かじわらク〒805-0019 093-663-3280医療法人かじわらクリ梶原　英二 平30. 1. 1内   他   診療所
     リニック 北九州市八幡東区中央二丁目１０常　勤:    1ニック　理事長　梶原 組織変更 現存
     番４号アタカビル３階 (医       1)　英二 平30. 1. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 3905671,084,2 医療法人社団響会　小〒805-0034 093-651-3388医療法人社団響会　理小森　博直 平30. 2. 1一般        13診療所
     森クリニック 北九州市八幡東区清田２丁目２番常　勤:    1事長　前田　基 交代 外   整外 内  現存
     ２７号 (医       1) 平30. 2. 1胃   リハ 放  
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 3906671,085,9 有吉サテライトクリニ〒806-0027 093-616-0888医療法人俊英会　理事川上　厚子 平30. 3. 1婦   外   放  診療所
     ック 北九州市八幡西区菅原町２番１３常　勤:    1長　有吉　俊一 新規 内   リハ 現存
     号 (医       1) 平30. 3. 1
     非常勤:    1
     (医       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 3907671,086,7 三浦内科クリニック 〒807-0083 093-611-5551三浦　良史 三浦　良史 平30. 4. 1内   診療所
     北九州市八幡西区大平２丁目７番常　勤:    1 組織変更 現存
     ３号 (医       1) 平30. 4. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 3908721,052,9 中山内科医院 〒871-0822 0979-23-5623中山　宏 中山　宏 平12.11. 6内   循   診療所
     福岡県築上郡吉富町大字今吉１－常　勤:    1 移動 現存
     １ (医       1) 平24.11. 6
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 3909721,059,4 さやの小児科 〒871-0811 0979-24-4152佐矢野　義博 佐矢野　義博 平18. 6. 1小   診療所
     福岡県築上郡吉富町大字広津５８常　勤:    1 新規 現存
     ７－１ (医       1) 平30. 6. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 3910721,060,2 よしとみ整形外科リウ〒871-0821 0979-25-2225佐本　信彦 佐本　信彦 平22. 4. 1整外 リウ リハ診療所
     マチ科クリニック 福岡県築上郡吉富町幸子４７１の常　勤:    1 交代 現存
     ６ (医       1) 平28. 4. 1
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 3911721,062,8 いまとみクリニック 〒871-0822 0979-24-8688今冨　亨亮 今冨　亨亮 平23. 3. 1内   外   消  診療所
     福岡県築上郡吉富町今吉２３２－常　勤:    1 新規 現存
     １ (医       1) 平29. 3. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 3912721,063,6 社会福祉法人　敬愛会〒871-0922 0979-72-2028社会福祉法人敬愛会　高田　薫 平23. 4. 1内   心内 精  診療所
     　こうげクリニック 福岡県築上郡上毛町東下１５８４非常勤:    2理事長　熊谷　修 交代 現存
     番地 (医       2) 平29. 4. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 3913721,064,4 宮部病院 〒829-0311 0930-56-0038医療法人　湊会　理事宮部　亨介 平24. 1. 1療養        44病院
     福岡県築上郡築上町大字湊３３６常　勤:    1長　宮部　亨介 組織変更 内   婦   整外現存
     番地 (医       1) 平30. 1. 1外   皮   
     非常勤:    4
     (医       4)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 3914721,065,1 医療法人松喬会　椎田〒829-0311 0930-56-0030医療法人松喬会　椎田安部　郁彦 平25. 8. 1内   消   婦  診療所
     クリニック 福岡県築上郡築上町大字湊１８５常　勤:    3クリニック　理事長　 その他 他   現存
     －１ (医       3)安部　郁彦 平25. 8. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 3915721,066,9 喜之道クリニック 〒871-0811 0979-22-2411広瀬　由喜 広瀬　由喜 平25.11. 1精   心内 内  診療所
     福岡県築上郡吉富町広津２９１－常　勤:    1 新規 現存
     １番地 (医       1) 平25.11. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 3916721,068,5 医療法人うえだ内科ク〒829-0301 0930-56-0041医療法人うえだ内科ク上田　哲二 平26. 1. 1内   消   診療所
     リニック 福岡県築上郡築上町大字椎田９０常　勤:    2リニック　理事長　上 組織変更 現存
     ３番地１ (医       2)田　哲二 平26. 1. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 3917721,069,3 あないクリニック 〒829-0343 0930-56-5888医療法人　あないクリ穴井　博史 平27. 5. 1内   循   呼内診療所
     福岡県築上郡築上町大字西八田２常　勤:    1ニック　理事長　穴井 組織変更 小   リハ 現存
     ４２６番地５ (医       1)　博史 平27. 5. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 3918721,901,7 医療法人　永尾医院 〒829-0111 0930-52-0502医療法人　永尾医院　永尾　禎介 平 8. 6. 1内   外   胃  診療所
     福岡県築上郡築上町大字安武１５常　勤:    2理事長　永尾　禎介 組織変更 現存
     ０番地１ (医       2) 平29. 6. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 3919721,902,5 医療法人　唐原内科ク〒871-0811 0979-22-0782医療法人　唐原内科ク唐原　健 平24. 5. 7胃   消   内  診療所
     リニック 福岡県築上郡吉富町大字広津２９常　勤:    2リニック　理事長　唐 移動 現存
     ５番地５ (医       2)原　健 平30. 5. 7
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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 3920721,903,3 医療法人　片山医院 〒829-0111 0930-52-0505医療法人　片山医院　片山　達生 平 3. 6. 1一般 診療所
     福岡県築上郡築上町大字安武１８常　勤:    2理事長　片山　達生     一般    13現存
     ３番地 (医       2) 平30. 6. 1療養
         療養     6
     内   消   外  
     こう 麻   リハ
     小   呼   アレ
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 3921721,904,1 医療法人　福田医院 〒871-0914 0979-72-2411医療法人福田医院　理福田　幹 平 4. 2. 1外   胃   こう診療所
     福岡県築上郡上毛町大字宇野２４常　勤:    1事長　福田　幹 内   小外 リハ現存
     ６番地１ (医       1) 平28. 2. 1
     非常勤:    1
     (医       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 3922721,906,6 医療法人　けやき会　〒871-0811 0979-22-2219医療法人　けやき会　鍋山　庄蔵 平 9. 5. 1一般        48病院
     東病院 福岡県築上郡吉富町大字広津５９常　勤:    5東病院　理事長　東　 組織変更 療養        24現存
     ３番地の１ (医       4)雅司 平30. 5. 1内   消   循  
     (薬       1) 小   リハ 神内
     非常勤:   28
     (医      28)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 3923721,910,8 医療法人　二見医院 〒829-0102 0930-52-0002医療法人　二見医院　二見　玄次郎 平11. 5. 1内   外   小  診療所
     福岡県築上郡築上町大字築城６６常　勤:    1理事長　二見　玄次郎 組織変更 現存
     １番地１ (医       1) 平29. 5. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 3924721,911,6 医療法人　野中内科ク〒871-0914 0979-72-3881医療法人　野中内科ク野中　史郎 平12. 1. 1内   リハ リウ診療所
     リニック 福岡県築上郡上毛町大字宇野１０常　勤:    1リニック　理事長　野 組織変更 現存
     ５０番地１ (医       1)中　史郎 平30. 1. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 3925721,912,4 医療法人　宮崎リハビ〒829-0342 0930-56-1035医療法人　宮崎リハビ宮崎　雄幸 平13. 5. 1内   外   胃  診療所
     リテーション医院 福岡県築上郡築上町大字東八田８常　勤:    2リテーション医院　理 組織変更 整外 こう リハ現存
     ４５番地１ (医       2)事長　宮崎　範文 平25. 5. 1
     非常勤:    3
     (医       3)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 3926721,913,2 医療法人古賀整形外科〒829-0301 0930-56-1730医療法人古賀整形外科古賀　正一郎 平15. 4. 1外   整外 内  診療所
     内科医院 福岡県築上郡築上町大字椎田８４常　勤:    2内科医院　理事長　古 組織変更 リハ 現存
     ６番地１ (医       2)賀　正一郎 平27. 4. 1
     非常勤:    1
     (医       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 3927721,915,7 医療法人　たかの内科〒871-0902 0979-84-7277医療法人　たかの内科髙野　総一郎 平18. 5. 1内   消   循  診療所
     消化器科クリニック 福岡県築上郡上毛町大字大ノ瀬１常　勤:    1消化器科クリニック　 組織変更 現存
     １８番地１ (医       1)理事長　髙野　総一郎 平30. 5. 1
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 3928731,048,5 上田医院 〒800-0323 0930-22-3965上田　博愛 上田　博愛 昭44.10. 1内   小   放  診療所
     福岡県京都郡苅田町与原３丁目６常　勤:    1 現存
     番地の３ (医       1) 平29.10. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 3929731,070,9 あまの耳鼻咽喉科医院〒800-0361 093-434-3787天野　りつ代 天野　りつ代 平 8. 4.30耳い 診療所
     福岡県京都郡苅田町神田町一丁目常　勤:    1 移動 現存
     ２－８ (医       1) 平29. 4.30
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 3930731,073,3 安井医院 〒800-0355 434-3635 安井　辰夫 安井　辰夫 昭63. 3. 1内   呼   消  診療所
     福岡県京都郡苅田町大字南原字穴常　勤:    1 循   小   現存
     田１６６１ (医       1) 平30. 3. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 3931731,079,0 たじり整形外科・胃腸〒800-0361 093-436-0138田尻　正博 田尻　正博 平 4.12.13一般        17診療所
     科医院 福岡県京都郡苅田町神田町３丁目常　勤:    2 内   胃   整外現存
     ３－２５ (医       2) 平28.12.13リハ 放   
     非常勤:    4
     (医       4)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 3932731,081,6 武田眼科クリニック 〒800-0323 09302-2-2996武田　秀利 武田　秀利 平 7. 4. 1眼   診療所
     福岡県京都郡苅田町与原１丁目８常　勤:    1 新規 現存
     －８ (医       1) 平28. 4. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 3933731,089,9 原田皮フ科医院 〒800-0344 0930-22-3210原田　力 原田　力 平14. 2.26形外 皮   診療所
     福岡県京都郡苅田町新津２丁目９常　勤:    1 交代 現存
     番地の７ (医       1) 平26. 2.26
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 3934731,092,3 土屋整形外科 〒800-0353 093-435-3337土屋　 之 土屋　 之 平16. 8. 1整外 リハ 診療所
     福岡県京都郡苅田町大字尾倉４０常　勤:    1 新規 現存
     ７８－１ (医       1) 平28. 8. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 3935731,093,1 こが医院 〒824-0231 0930-42-0061古賀　裕之 古賀　裕之 平19. 3. 6内   消   呼  診療所
     福岡県京都郡みやこ町犀川本庄５常　勤:    2 移動 小   現存
     ６８－１ (医       2) 平25. 3. 6
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 3936731,094,9 青木内科クリニック 〒800-0353 093-435-0707青木　稔 青木　稔 平17.12. 1内   診療所
     福岡県京都郡苅田町尾倉３丁目１常　勤:    1 新規 現存
     ３－１８ (医       1) 平29.12. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 3937731,095,6 ひろかわ皮膚科クリニ〒800-0352 093-436-5657廣川　久忠 廣川　久忠 平19. 2. 1皮   アレ 診療所
     ック 福岡県京都郡苅田町富久町２－２常　勤:    1 新規 現存
     ７－１０ (医       1) 平25. 2. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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 3938731,096,4 いけだクリニック 〒800-0352 093-436-1385池田　良一 池田　良一 平20. 2. 1外   内   消  診療所
     福岡県京都郡苅田町富久町１丁目常　勤:    1 交代 リハ 現存
     ３３－３ (医       1) 平26. 2. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 3939731,098,0 台ヶ原診療所 〒824-0121 0930-33-5155医療法人　聖友会　理松井　恵一郎 平21.12. 1内   診療所
     福岡県京都郡みやこ町豊津台ヶ原常　勤:    2事長　永野　秀幸 新規 現存
     ２１２１－５番地 (医       1) 平27.12. 1
     (薬       1)
     非常勤:    1
     (医       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 3940731,100,4 谷クリニック 〒800-0351 093-436-2867医療法人　棋聖会谷ク谷　幸夫 平23.12. 1精   心内 内  診療所
     福岡県京都郡苅田町京町一丁目１常　勤:    1リニック　理事長　谷 組織変更 現存
     １番５号マキシム苅田２階 (医       1)　幸夫 平29.12. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 3941731,101,2 社会医療法人　陽明会〒824-0811 0930-32-2311社会医療法人陽明会　田口　幹雄 平24. 9. 1内   神内 整外診療所
     (733,057,0) 　かつやま診療所 福岡県京都郡みやこ町勝山箕田３常　勤:    3理事長　山家　仁 新規 リハ 歯   現存
     １７番地 (医       3) 平24. 9. 1
     非常勤:    9
     (医       5)
     (歯       4)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 3942731,102,0 耳鼻咽喉科かざまクリ〒800-0352 093-435-3387風間　恭輔 風間　恭輔 平24. 9. 1耳い 診療所
     ニック 福岡県京都郡苅田町富久町二丁目常　勤:    1 新規 現存
     １０番地１５ (医       1) 平24. 9. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 3943731,104,6 長末医院 〒824-0121 0930-33-4145長末　隆寛 長末　隆寛 平28.10.12内   小   診療所
     京都郡みやこ町豊津２８－２ 常　勤:    1 交代 現存
     (医       1) 平28.10.12
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 3944731,105,3 苅田内科・整形外科ク〒800-0334 0930-23-3611医療法人白寿会　理事丹生　譲治 平29. 4. 1内   整外 リハ診療所
     リニック 京都郡苅田町大字法正寺５６８番常　勤:    2長　上田　博愛 その他 現存
     地 (医       2) 平29. 4. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 3945731,902,3 京都病院 〒824-0811 0930-32-2711医療法人博愛会　理事中池　竜一 昭50.11. 1療養       174病院
     福岡県京都郡みやこ町勝山箕田２常　勤:    5長　岡松　秀一 内   循   消  現存
     ９８番地 (医       5) 平29.11. 1呼内 神内 外  
     非常勤:   32 整外 リハ 
     (医      32)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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 3946731,903,1 健和会京町病院 〒800-0351 093-436-2111公益財団法人　健和会三宅　昌 昭58. 4. 1療養 病院
     福岡県京都郡苅田町京町２丁目２常　勤:    2　理事長　三宅　昌     療養   112現存
     １－１ (医       2) 平28. 4. 1内   小   皮  
     非常勤:   10 リハ 放   
     (医      10)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 3947731,906,4 医療法人　岩本整形外〒824-0222 09304-2-2083医療法人　岩本整形外岩本　皓 平 2. 1. 1一般        19診療所
     科医院 福岡県京都郡みやこ町犀川大村９常　勤:    1科医院　理事長　岩本 内   小   整外休止
     ５１番地 (医       1)　皓 平11. 1. 1皮   
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 3948731,907,2 社会医療法人　陽明会〒800-0344 0930-24-5211社会医療法人陽明会　山家　仁 平 3. 1. 1一般 病院
     　小波瀬病院 福岡県京都郡苅田町大字新津１５常　勤:   26理事長　山家　仁     一般   166現存
     ９８ (医      26) 平30. 1. 1療養
     非常勤:   52     療養   100
     (医      52) 内   消   循  
     呼内 心内 神内
     外   脳外 整外
     形外 眼   耳い
     ひ   婦   麻  
     リウ リハ 救命
     小   他   
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 3949731,909,8 医療法人　佐々木クリ〒800-0344 0930-23-5529医療法人　佐々木クリ佐々木　正彦 平 6. 7. 1内   小   胃  診療所
     ニック 福岡県京都郡苅田町新津３－３－常　勤:    1ニック　理事長　佐々 組織変更 現存
     ９ (医       1)木　正彦 平24. 7. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 3950731,913,0 医療法人　重見医院 〒800-0361 093-436-1038医療法人　重見医院　重見　和也 平10. 2. 1内   小   診療所
     福岡県京都郡苅田町神田町２丁目常　勤:    2理事長　重見　和也 組織変更 現存
     ３０番地の１ (医       2) 平28. 2. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 3951731,917,1 医療法人村尾医院 〒800-0351 093-434-0118医療法人村尾医院　理村尾　哲 平12. 5. 1整外 リウ リハ診療所
     福岡県京都郡苅田町京町１丁目４常　勤:    2事長　村尾　哲 組織変更 内   消   皮  現存
     番地の１ (医       2) 平30. 5. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 3952731,918,9 社会医療法人　陽明会〒800-0344 0930-26-4311社会医療法人陽明会　石津　要 平24. 8. 1一般 病院
     　御所病院 福岡県京都郡苅田町大字新津１４常　勤:    3理事長　山家　仁 移動     一般    60現存
     ００番地 (医       3) 平24. 8. 1療養
     非常勤:   20     療養    60
     (医      20) 内   リハ 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 3953731,919,7 医療法人田添医院 〒800-0352 093-434-1215医療法人田添医院　理田添　明彦 平15. 1. 1内   診療所
     福岡県京都郡苅田町富久町２丁目常　勤:    1事長　田添　明彦 組織変更 現存
     ９番地の１６ (医       1) 平27. 1. 1
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 3954731,920,5 医療法人もえぎ岡本医〒824-0822 0930-32-5522医療法人もえぎ岡本医岡本　俊昭 平16. 1. 1内   循   小  診療所
     院 福岡県京都郡みやこ町勝山黒田７常　勤:    1院　理事長　岡本　俊 組織変更 リハ 現存
     ０３番地２ (医       1)昭 平28. 1. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 3955731,921,3 医療法人　のぐちクリ〒824-0124 0930-33-1148医療法人　のぐちクリ野口　隆義 平18. 1. 1内   消   リハ診療所
     ニック 福岡県京都郡みやこ町惣社６９６常　勤:    1ニック　理事長　野口 組織変更 現存
     番地１ (医       1)　隆義 平30. 1. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 3956731,922,1 みやこ町立やまびこ診〒824-0251 0930-43-5275みやこ町　みやこ町長林　豪毅 平23. 4. 1内   小   整外診療所
     療所 福岡県京都郡みやこ町犀川下伊良常　勤:    2　井上　幸春 移動 現存
     原１８８３－３３ (医       2) 平29. 4. 1
     非常勤:   25
     (医      25)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 3957732,067,4 桑原医院 〒800-0361 093-436-0403桑原　恒治 桑原　恒治 昭58. 6. 1内   小   診療所
     福岡県京都郡苅田町神田町２丁目常　勤:    1 現存
     ２－１３ (医       1) 平28. 6. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 3958732,905,5 医療法人　たじり小児〒800-0361 093-434-1938医療法人　たじり小児田尻　京子 平 8. 9. 1小   診療所
     科医院 福岡県京都郡苅田町神田町３丁目常　勤:    1科医院　理事長　田尻 移動 現存
     ３ー１６ (医       1)　京子 平29. 9. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 3959741,055,8 小林整形外科医院 〒828-0027 09798-2-2438小林　佑三 小林　佑三 昭58. 7. 1整外 リハ 診療所
     福岡県豊前市大字赤熊２４２－１常　勤:    1 現存
     (医       1) 平28. 7. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 3960741,062,4 ともおレディースクリ〒828-0024 09798-2-0328友尾　靖 友尾　靖 平 2. 4. 1一般        14診療所
     ニック 福岡県豊前市久松８－１ 常　勤:    1 産   婦   現存
     (医       1) 平29. 4. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 3961741,063,2 辛島内科クリニック 〒828-0025 0979-82-5225辛島　和夫 辛島　和夫 平 4. 3. 1内   呼   消  診療所
     福岡県豊前市大字恒富８９－１ 常　勤:    1 循   現存
     (医       1) 平28. 3. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 3962741,066,5 渡辺整形外科医院 〒828-0021 0979-82-2371渡辺　寧 渡辺　寧 平 8. 1.17一般        11診療所
     福岡県豊前市大字八屋２０３９番常　勤:    1 交代 整外 外   リハ現存
     地の１ (医       1) 平29. 1.17
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 3963741,068,1 重岡胃腸科外科医院 〒828-0031 0979-82-1011重岡　裕治 重岡　裕治 平13. 4. 1一般 診療所
     福岡県豊前市大字三毛門７７３－常　勤:    1 交代     一般    18現存
     １ (医       1) 平25. 4. 1胃   外   こう
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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 3964741,072,3 前田小児科医院 〒828-0021 0979-82-2232前田　公史 前田　公史 平17.11. 1小   診療所
     福岡県豊前市大字八屋２２８４ 常　勤:    1 新規 現存
     (医       1) 平29.11. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 3965741,073,1 みぞぐち泌尿器科クリ〒828-0025 0979-84-0840溝口　裕昭 溝口　裕昭 平18.10. 1一般 診療所
     ニック 福岡県豊前市大字恒富４０番地１常　勤:    2 新規     一般     4現存
     (医       2) 平24.10. 1ひ   
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 3966741,074,9 三浦眼科クリニック 〒828-0028 0979-64-7600三浦　宗希 三浦　宗希 平24. 5. 1眼   診療所
     福岡県豊前市青豊１９－９ 常　勤:    1 新規 現存
     (医       1) 平30. 5. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 3967741,075,6 きくち内科クリニック〒828-0051 0979-64-7666医療法人　菊池クリニ菊池　健介 平24. 7. 1内   循   診療所
     福岡県豊前市大字吉木４４０－１常　勤:    1ック　理事長　菊池　 新規 現存
     (医       1)元 平24. 7. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 3968741,076,4 豊築休日急患センター〒828-0021 0979-82-8820公益社団法人豊前築上唐原　正人 平26. 4. 1内   小   歯  診療所
     (743,058,6) 福岡県豊前市大字八屋１７７６番常　勤:    1医師会　会長　久永　 交代 現存
     地４ (医       1)孟 平26. 4. 1
     非常勤:   33
     (医      14)
     (歯      12)
     (薬       7)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 3969741,077,2 公益社団法人豊前築上〒828-0021 0979-82-2005公益社団法人豊前築上恒成　政生 平26. 6. 1内   婦   放  診療所
     医師会　健康管理所 福岡県豊前市大字八屋１７７６番常　勤:    1医師会　会長　久永　 新規 現存
     地４ (医       1)孟 平26. 6. 1
     非常勤:    7
     (医       7)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 3970741,902,1 医療法人社団豊和会　〒828-0048 0979-82-2309医療法人社団　豊和会水落　章 平13. 6.14療養        45病院
     豊前病院 福岡県豊前市大字久路土１５４５常　勤:    5　理事長　桜井　愛三 移動 精神 現存
     番地 (医       4) 平25. 6.14    一般   127
     (薬       1) その他      60
     非常勤:   17 内   精   神  
     (医      16) 心内 
     (薬       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 3971741,903,9 医療法人社団　祥和会〒828-0011 0979-82-2203医療法人社団祥和会　大川　順司 昭59. 7. 1精神 病院
     　大川病院 福岡県豊前市大字四郎丸２８１ 常　勤:    6大川病院　理事長　大     精神    60現存
     (医       6)川　敏彦 平29. 7. 1精神        60
     非常勤:   13 精神        60
     (医      13) 精神        60
     精   心内 



 医 療 機 関 番 号  医 療 機 関 名 称 医療機関所在地 開設者氏名 備  考管理者氏名項 番
指定年月日
登録理由
指定期間始

病床数
／

診療科名

電話番号
／

勤務医数

                 コード内容別医療機関一覧表

［平成30年 6月 1日現在　医科　　　現存／休止］ 平成30年 6月 1日作成   451 頁

 3972741,904,7 医療法人　矢鳴医院 〒828-0021 09798-2-3276医療法人　矢鳴医院　矢鳴　弘道 平 2. 1. 1内   耳い 気食診療所
     福岡県豊前市大字八屋１９２１－常　勤:    1理事長　矢鳴　弘道 現存
     ７ (医       1) 平29. 1. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 3973741,905,4 医療法人　花泉会　花〒828-0027 09798-3-2311医療法人　花泉会　理花岡　陽一 平 2. 3. 1内   循   診療所
     岡内科循環器科医院 福岡県豊前市大字赤熊１３３０ 常　勤:    1事長　花岡　陽一 現存
     (医       1) 平29. 3. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 3974741,907,0 医療法人清田整形外科〒828-0025 0979-2-3127 医療法人清田整形外科清田　幸宏 平 3. 6. 1整外 リハ 診療所
     医院 福岡県豊前市大字恒富３５－１ 常　勤:    2医院　理事長　清田　 現存
     (医       2)幸宏 平30. 6. 1
     非常勤:    2
     (医       2)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 3975741,908,8 菊池医院 〒828-0053 0979-82-1212医療法人菊池クリニッ菊池　元 平 3. 8. 1一般 診療所
     福岡県豊前市大字千束１５７－２常　勤:    1ク　理事長　菊池　元     一般     3現存
     (医       1) 平24. 8. 1療養
     非常勤:    1     療養     7
     (医       1) 内   消   循  
     呼   
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 3976741,909,6 花岡医院 〒828-0074 0979-88-2016医療法人　花泉会　理屏　壮史 平 3.11. 1内   診療所
     福岡県豊前市大字下河内９４８ 常　勤:    1事長　花岡　陽一 現存
     (医       1) 平24.11. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 3977741,912,0 医療法人　和香会　ぶ〒828-0021 0979-82-4800医療法人　和香会　理浦岡　和弘 平10. 1. 1一般         4診療所
     ぜん眼科クリニック 福岡県豊前市大字八屋２０４４番常　勤:    1事長　浦岡　和弘 組織変更 眼   現存
     地の１ (医       1) 平28. 1. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 3978741,913,8 医療法人　豊永会　久〒828-0052 0979-83-2167医療法人　豊永会　理久永　孟 平10. 5. 1一般        14診療所
     永内科皮膚科医院 福岡県豊前市大字塔田７５７番地常　勤:    2事長　久永　孟 組織変更 その他       5現存
     ２ (医       2) 平28. 5. 1内   胃   循  
     呼   皮   リハ
     小   アレ 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 3979741,914,6 医療法人梶原内科泌尿〒828-0011 0979-82-2456医療法人梶原内科泌尿梶原　一郎 平16. 1. 1内   ひ   診療所
     器科クリニック 福岡県豊前市大字四郎丸１２９８常　勤:    1器科クリニック　理事 組織変更 現存
     番地１ (医       1)長　梶原　一郎 平28. 1. 1
     非常勤:    1
     (医       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 3980741,915,3 医療法人八屋第一診療〒828-0021 0979-82-2502医療法人　八屋第一診山田　利治 平17. 1. 1内   外   リハ診療所
     所 福岡県豊前市大字八屋２５８１番常　勤:    2療所　理事長　山田　 組織変更 麻   現存
     地 (医       2)利治 平29. 1. 1
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 3981741,916,1 医療法人　こが内科 〒828-0032 0979-82-2011医療法人　こが内科　古賀　康八郎 平18. 1. 1内   小   消  診療所
     福岡県豊前市大字三楽１４０番地常　勤:    1理事長　古賀　康八郎 組織変更 現存
     ２ (医       1) 平30. 1. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 3982741,917,9 医療法人薫陽会　くろ〒828-0027 0979-82-2551医療法人薫陽会　理事畑中　俊幸 平18. 4. 1整外 リハ リウ診療所
     つち整形外科クリニッ福岡県豊前市大字赤熊１３５９番常　勤:    1長　山下　信哉 組織変更 アレ 内   現存
     ク 地３ (医       1) 平30. 4. 1
     非常勤:    4
     (医       4)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 3983742,052,4 倉富医院 〒828-0021 09798-2-2221倉富　恭子 倉富　恭子 昭52.11.23内   小   皮  診療所
     福岡県豊前市大字八屋１３６０ 常　勤:    2 現存
     (医       2) 平28.11. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 3984742,058,1 嶋田内科 〒828-0048 0979-82-2054福井　武 福井　武 昭61. 3. 1内   循   診療所
     福岡県豊前市大字久路土９７５ 常　勤:    1 現存
     (医       1) 平28. 3. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 3985751,036,5 本広医院 〒824-0041 09302-2-0197本広　一 本広　一 昭53.10. 1内   小   耳  診療所
     福岡県行橋市大字大野井４１番地常　勤:    1 現存
     (医       1) 平23.10. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 3986751,045,6 高尾医院 〒824-0001 09-2-0524 高尾　信義 高尾　信義 昭54. 8. 1小   診療所
     福岡県行橋市行事４丁目１９番１常　勤:    1 現存
     ５号 (医       1) 平30. 6. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 3987751,083,7 松下耳鼻咽喉科医院 〒824-0001 09302-2-0063松下　了 松下　了 昭57. 4.20耳い 診療所
     福岡県行橋市行事７丁目１２－１常　勤:    1 現存
     (医       1) 平29. 4. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 3988751,088,6 しんもと産婦人科 〒824-0001 0930-22-0818進本　正浩 進本　正浩 平 8. 6. 1一般        13診療所
     福岡県行橋市行事７丁目７番２号常　勤:    2 交代 産婦 現存
     (医       2) 平29. 6. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 3989751,090,2 木村医院 〒824-0005 09302-2-2435木村　謙一 木村　謙一 平10. 1. 1耳い 診療所
     福岡県行橋市中央２丁目８－７ 常　勤:    1 交代 現存
     (医       1) 平28. 1. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 3990751,105,8 おおみや整形外科医院〒824-0031 0930-28-0038大宮　克弘 大宮　克弘 平16.11. 1一般 診療所
     福岡県行橋市西宮市２丁目２－３常　勤:    2 新規     一般    19現存
     ０ (医       2) 平28.11. 1整外 リハ 内  
     非常勤:    1 リウ 
     (医       1)
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 3991751,106,6 渡辺クリニック 〒824-0031 0930-24-2101渡辺　謙介 渡邉　謙介 平17. 1.13内   外   整外診療所
     福岡県行橋市西宮市５丁目１７－常　勤:    1 交代 現存
     １ (医       1) 平29. 1.13
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 3992751,108,2 鍵山医院 〒824-0026 0930-22-2686鍵山　直弘 鍵山　直弘 平17. 4. 1内   診療所
     福岡県行橋市道場寺１４３９ 常　勤:    2 交代 現存
     (医       2) 平29. 4. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 3993751,109,0 宮城整形外科医院 〒824-0003 0930-26-0123宮城　知之 宮城　知之 平17.11. 1整外 リウ リハ診療所
     福岡県行橋市大橋１丁目１０－１常　勤:    1 新規 現存
     ７ (医       1) 平29.11. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 3994751,110,8 新田原耳鼻咽喉科クリ〒824-0026 0930-25-5520松下　太 松下　太 平18. 2. 1耳い 気食 診療所
     ニック 福岡県行橋市道場寺１４６４－２常　勤:    1 新規 現存
     (医       1) 平30. 2. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 3995751,111,6 シュークリニック 〒824-0028 0930-25-8707永野　秀幸 永野　秀幸 平18. 4. 1アレ 耳い 内  診療所
     福岡県行橋市大字辻垣２４２－１常　勤:    1 新規 現存
     (医       1) 平30. 4. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 3996751,112,4 長部医院 〒824-0032 0930-22-3470長部　誠志 長部　誠志 平19. 4. 1内   診療所
     福岡県行橋市南大橋２丁目９番１常　勤:    2 交代 現存
     １号 (医       2) 平25. 4. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 3997751,113,2 やまみち胃腸科内科 〒824-0038 0930-23-2208平川　正代 平川　正代 平20. 4. 1胃   内   診療所
     福岡県行橋市西泉７－２－１ 常　勤:    1 交代 現存
     (医       1) 平26. 4. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 3998751,114,0 ふくしま整形外科クリ〒824-0031 0930-26-0006福島　智嗣 福島　智嗣 平21. 4. 1整外 リハ 診療所
     ニック 福岡県行橋市西宮市二丁目１１番常　勤:    1 新規 現存
     ３１号 (医       1) 平27. 4. 1
     非常勤:    1
     (医       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 3999751,115,7 髙城循環器内科医院 〒824-0003 0930-22-0221髙城　喜典 髙城　喜典 平21. 6.10内   循   小  診療所
     福岡県行橋市大橋三丁目３－１３常　勤:    1 交代 現存
     (医       1) 平27. 6.10
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 4000751,116,5 岡部医院 〒824-0034 0930-26-7011岡部　勇人 岡部　勇人 平22.10. 1外   内   循  診療所
     福岡県行橋市泉中央３丁目３－６常　勤:    1 新規 リハ 現存
     (医       1) 平28.10. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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 4001751,118,1 小柳整形外科クリニッ〒824-0003 0930-26-1010医療法人　真柳会　理小柳　俊二 平25. 4. 1整外 内   リウ診療所
     ク 福岡県行橋市大橋三丁目１番２８常　勤:    1事長　小柳　俊二 組織変更 リハ 現存
     号 (医       1) 平25. 4. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 4002751,119,9 ひえだ診療所 〒824-0054 0930-22-9544三木　康男 三木　康男 平25.10. 1内   診療所
     福岡県行橋市大字下稗田３７３ 常　勤:    1 新規 現存
     (医       1) 平25.10. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 4003751,120,7 三木内科クリニック 〒824-0001 0930-23-5506三木　康行 三木　康行 平25.11. 1内   呼内 診療所
     福岡県行橋市行事７丁目１１番７常　勤:    1 新規 現存
     号 (医       1) 平25.11. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 4004751,121,5 フジタ皮膚科クリニッ〒824-0031 0930-23-7176藤田　尚平 藤田　尚平 平25.11. 1皮   形外 診療所
     ク 福岡県行橋市西宮市１丁目１０－常　勤:    1 新規 現存
     ２６ (医       1) 平25.11. 1
     非常勤:    1
     (医       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 4005751,122,3 かたおかクリニック 〒824-0018 0930-24-8000片岡　浩海 片岡　浩海 平26. 3. 1内   循   外  診療所
     福岡県行橋市今井２２８４－１ 常　勤:    1 新規 リハ 現存
     (医       1) 平26. 3. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 4006751,123,1 いりょうファミリーク〒824-0007 0930-31-7285井料　佳久 井料　佳久 平26.10. 1内   外   リハ診療所
     リニック 福岡県行橋市神田町５番２１号 常　勤:    1 新規 現存
     (医       1) 平26.10. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 4007751,124,9 村上整形外科医院 〒824-0001 0930-25-2541村上　忠誌 村上　忠誌 平27. 2. 1整外 リハ 診療所
     福岡県行橋市行事７丁目２３番３常　勤:    1 新規 現存
     ８号 (医       1) 平27. 2. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 4008751,125,6 ひまわりアイクリニッ〒824-0031 0930-26-6699平川　泰平 平川　泰平 平27. 6. 1眼   診療所
     ク 福岡県行橋市西宮市３－８－１　常　勤:    1 新規 現存
     ゆめタウン行橋１Ｆ (医       1) 平27. 6. 1
     非常勤:   11
     (医      11)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 4009751,126,4 ＣＯＳＭＯＳスキンク〒824-0032 0930-26-1112椋本　祥子 椋本　祥子 平29. 5. 1皮   形外 診療所
     リニック 行橋市南大橋６丁目９番４２号 常　勤:    1 新規 現存
     (医       1) 平29. 5. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 4010751,127,2 おくなが脳神経外科ク〒824-0005 0930-55-6888奥永　知宏 奥永　知宏 平30. 6. 1脳外 診療所
     リニック 行橋市中央２丁目１０番１６号 常　勤:    1 新規 現存
     (医       1) 平30. 6. 1



 医 療 機 関 番 号  医 療 機 関 名 称 医療機関所在地 開設者氏名 備  考管理者氏名項 番
指定年月日
登録理由
指定期間始

病床数
／

診療科名

電話番号
／

勤務医数

                 コード内容別医療機関一覧表

［平成30年 6月 1日現在　医科　　　現存／休止］ 平成30年 6月 1日作成   455 頁

 4011751,901,0 福岡県京築保健所 〒824-0005 0930-23-2244福岡県知事　小川　洋岩佐　一弘 昭53. 7. 1内   精   小  診療所
     福岡県行橋市中央一丁目２番１号常　勤:    1 現存
     (医       1) 平29. 7. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 4012751,902,8 医療法人　起生会　大〒824-0008 0930-23-2345医療法人　起生会　大進　浩和 昭53. 9. 1一般 病院
     原病院 福岡県行橋市宮市町２番５号 常　勤:    5原病院　理事長　大原     一般    36現存
     (医       4)　紀彦 平29. 9. 1療養
     (薬       1)     療養    65
     非常勤:   22 療養
     (医      22)     介護    35
     内   呼内 消  
     循   神内 放  
     リハ 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 4013751,904,4 医療法人社団　翠会　〒824-0033 09302-5-2000医療法人社団翠会　理一甲　則男 昭55. 4. 1療養        60病院
     行橋記念病院 福岡県行橋市北泉３丁目１１－１常　勤:    9事長　齊藤　雅 精神       288現存
     (医       9) 平28. 4. 1精   心内 内  
     非常勤:    8 神内 皮   
     (医       8)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 4014751,907,7 医療法人　藤田中央医〒824-0005 09302-3-0479医療法人　藤田中央医藤田　奈穂 平元.12. 1内   皮   アレ診療所
     院 福岡県行橋市中央２丁目１０－８常　勤:    2院　理事長　藤田　奈 現存
     (医       2)穂 平28.12. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 4015751,908,5 医療法人ふじた内科ク〒824-0032 09302-3-3986医療法人ふじた内科ク藤田　三丈 平元.12. 1内   胃   消  診療所
     リニック 福岡県行橋市南大橋３丁目６－８常　勤:    1リニック　理事長　藤 現存
     (医       1)田　三丈 平28.12. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 4016751,909,3 医療法人　井手口医院〒824-0027 09302-2-2688医療法人　井手口医院井手口　亮 平 2. 1. 1内   胃   小  診療所
     福岡県行橋市大字高瀬２２８－４常　勤:    1　理事長　井手口　亮 外   こう 現存
     (医       1) 平29. 1. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 4017751,910,1 医療法人　佐藤整形外〒824-0001 09302-4-3313医療法人　佐藤整形外佐藤　護彦 平 2. 1. 1整外 リハ 麻  診療所
     科クリニック 福岡県行橋市行事３丁目２９－４常　勤:    1科クリニック　理事長 現存
     ８ (医       1)　佐藤　護彦 平29. 1. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 4018751,912,7 医療法人　蛭崎整形外〒824-0001 2-0887 医療法人　蛭崎整形外蛭崎　隆男 平 3. 8. 1一般        19診療所
     科医院 福岡県行橋市行事２丁目４－１２常　勤:    3科医院　理事長　蛭崎 整外 リハ 現存
     (医       2)　隆男 平24. 8. 1
     (薬       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 4019751,914,3 医療法人　上田内科眼〒824-0005 09302-2-2132医療法人　上田内科眼上田　俊明 平 3. 8. 1内   消   眼  診療所
     科医院 福岡県行橋市中央１丁目３－１７常　勤:    2科医院　理事長　上田 現存
     (医       2)　俊明 平24. 8. 1
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 4020751,915,0 医療法人ユーエムシー〒824-0031 0930-23-0155医療法人ユーエムシー内田　克彦 平10. 5. 1一般        12診療所
     　内田産婦人科医院 福岡県行橋市西宮市５丁目１番１常　勤:    1　内田産婦人科医院　 移動 産   婦   現存
     ０号 (医       1)理事長　内田　克彦 平28. 5. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 4021751,916,8 医療法人　江頭眼科医〒824-0008 0930-23-0888医療法人江頭眼科医院江頭　俊博 平 4. 1. 1眼   診療所
     院 福岡県行橋市宮市町２－１３ 常　勤:    2　理事長　江頭　俊博 現存
     (医       2) 平28. 1. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 4022751,918,4 医療法人　行橋クリニ〒824-0031 09302-4-5677医療法人　行橋クリニ小宮　俊秀 平 5. 1. 1一般        13診療所
     ック 福岡県行橋市西宮市１丁目７－１常　勤:    2ック　理事長　小宮　 ひ   現存
     ９ (医       2)俊秀 平29. 1. 1
     非常勤:    1
     (医       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 4023751,919,2 医療法人　たかお医院〒824-0036 0930-25-5880医療法人　たかお医院高尾　精一 平 5. 4. 1内   循   小  診療所
     福岡県行橋市南泉３丁目７－２６常　勤:    1　理事長　高尾　精一 消   現存
     (医       1) 平29. 4. 1
     非常勤:    1
     (医       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 4024751,920,0 新田原聖母病院 〒824-0025 0930-23-1006医療法人　敬愛会　理緒方　賢一 平 6. 1. 1一般        53病院
     福岡県行橋市大字東徳永３８２番常　勤:    7事長　大北　泰夫 交代 療養        53療養病床
     地 (医       7) 平30. 1. 1内   循   消  現存
     非常勤:   25 神内 リハ 呼  
     (医      25) 皮   放   整外
     眼   
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 4025751,921,8 医療法人　正薫会　上〒824-0027 0930-22-7557医療法人正薫会　上垣上垣　正己 平 6.12. 1一般        19診療所
     垣脳神経外科医院 福岡県行橋市大字高瀬１９９－５常　勤:    1脳神経外科医院　理事 組織変更 脳外 現存
     (医       1)長　上垣　正己 平27.12. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 4026751,922,6 医療法人社団　翠会　〒824-0005 0930-25-3111医療法人社団翠会　理下中野　大人 平 9. 3. 1心内 精   神  診療所
     心のクリニック行橋 福岡県行橋市中央３丁目４番３６常　勤:    2事長　齊藤　雅 新規 現存
     号翠生ビル３階 (医       2) 平30. 3. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 4027751,923,4 医療法人　ゆげ子ども〒824-0032 0930-25-8811医療法人　ゆげ子ども弓削　建 平 9. 4. 1小   診療所
     クリニック 福岡県行橋市南大橋５丁目３ー１常　勤:    1クリニック　理事長　 組織変更 現存
     ５ (医       1)弓削　建 平30. 4. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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 4028751,924,2 新行橋病院 〒824-0026 0930-24-8899社会医療法人財団池友正久　康彦 平 9.12. 1一般       246地域支援
     福岡県行橋市道場寺１４１１番地常　勤:   40会　理事長　富永　隆 交代 内   呼内 呼外病院
     (医      40)治 平27.12. 1消   循   外  現存
     非常勤:    6 整外 脳外 形外
     (医       6) 心外 皮   ひ  
     リハ 放   麻  
     救命 病理 
     内視鏡内科、人
     工透析内科、乳
     腺外科、内視鏡
     外科
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 4029751,925,9 行橋京都休日・夜間急〒824-0002 0930-26-1399京築広域市町村圏事務尾形　知文 平25. 6.27内   小   歯  診療所
     (753,808,1) 患センター 福岡県行橋市東大橋二丁目９番１常　勤:    1組合　組合長　八並　 移動 現存
     号 (医       1)康一 平25. 6.27
     非常勤:    8
     (医       3)
     (歯       1)
     (薬       4)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 4030751,926,7 医療法人　矢津内科消〒824-0001 0930-22-2524医療法人　矢津内科消矢津　剛 平10.12. 1内   消   他  診療所
     化器科クリニック 福岡県行橋市行事７丁目１９番６常　勤:    3化器科クリニック　理 組織変更 現存
     号 (医       3)事長　矢津　剛 平28.12. 1
     非常勤:    4
     (医       4)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 4031751,927,5 医療法人　橋本医院 〒824-0033 0930-25-6262医療法人　橋本医院　橋本　哲 平10.12. 1外   胃   こう診療所
     福岡県行橋市北泉五丁目１１番２常　勤:    1理事長　橋本　哲 組織変更 内   リハ 現存
     ０号 (医       1) 平28.12. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 4032751,928,3 医療法人森和会　行橋〒824-0031 0930-26-7111医療法人　森和会　理梅田　文夫 平13. 1. 1一般 病院
     中央病院 福岡県行橋市西宮市５丁目５番４常　勤:    5事長　山内　照章 その他     一般    98現存
     ２号 (医       5) 平25. 1. 1療養
     非常勤:   33     療養    50
     (医      32) 内   消   循  
     (薬       1) 呼   ひ   リウ
     外   整外 リハ
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 4033751,929,1 医療法人　しらかわ医〒824-0033 0930-26-1103医療法人　しらかわ医白川　文彦 平11.12. 1内   胃   リウ診療所
     院 福岡県行橋市北泉２丁目４番３号常　勤:    1院　理事長　白川　文 組織変更 小   アレ 循  現存
     (医       1)彦 平29.12. 1リハ 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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 4034751,930,9 医療法人村上眼科医院〒824-0031 0930-25-6677医療法人村上眼科医院村上　雅一 平12. 5. 1眼   診療所
     福岡県行橋市西宮市３丁目１０番常　勤:    1　理事長　村上　雅一 組織変更 現存
     １３号 (医       1) 平30. 5. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 4035751,931,7 医療法人　くまがえ内〒824-0063 0930-23-3422医療法人　くまがえ内熊谷　保也 平28. 5. 1内   呼   循  診療所
     科医院 福岡県行橋市大字中津熊３０９番常　勤:    1科医院　理事長　熊谷 移動 消   リハ 現存
     地１ (医       1)　保也 平28. 5. 1
     非常勤:    1
     (医       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 4036751,932,5 医療法人　恵光会　ひ〒824-0031 0930-26-7000医療法人　恵光会　理西村　晃一 平12.12. 1内   外   循  診療所
     まわりクリニック 福岡県行橋市西宮市４丁目１８９常　勤:    1事長　西村　晃一 組織変更 小   リハ 放  現存
     番地９ (医       1) 平24.12. 1精   
     非常勤:    1
     (医       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 4037751,934,1 サカイダクリニック 〒824-0008 0930-26-3331医療法人治症会　理事境田　隆二 平15. 4. 1外   整外 こう診療所
     福岡県行橋市宮市町２番２０号 常　勤:    1長　境田　隆二 組織変更 胃   現存
     (医       1) 平27. 4. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 4038751,936,6 医療法人煙飛堂今永眼〒824-0031 0930-26-8880医療法人煙飛堂今永眼宮本　直哉 平16. 1. 1一般 診療所
     科医院 福岡県行橋市西宮市一丁目４番１常　勤:    1科医院　理事長　宮本 組織変更     一般     4現存
     号 (医       1)　直哉 平28. 1. 1眼   
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 4039751,937,4 医療法人立野レディー〒824-0005 0930-22-0715医療法人立野レディー立野　信正 平16. 5. 1一般        11診療所
     スクリニック 福岡県行橋市中央１丁目１２番１常　勤:    1スクリニック　理事長 組織変更 産   婦   現存
     ２号 (医       1)　立野　信正 平28. 5. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 4040751,938,2 医療法人森和会　やま〒824-0005 0930-28-0022医療法人森和会　理事正門　光法 平26. 9. 1内   診療所
     うち内科クリニック 福岡県行橋市中央２丁目７番８号常　勤:    1長　山内　照章 移動 現存
     (医       1) 平26. 9. 1
     非常勤:    1
     (医       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 4041751,939,0 医療法人惺光会　行橋〒824-0027 0930-26-2570医療法人惺光会　理事梶川　哲 平17. 1. 1一般 診療所
     南眼科 福岡県行橋市大字高瀬１９８番地常　勤:    1長　廣瀬　直文 組織変更     一般     5現存
     ２ (医       1) 平29. 1. 1眼   
     非常勤:    9
     (医       9)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 4042751,940,8 医療法人　すえまつ医〒824-0038 0930-22-1132医療法人　すえまつ医末松　雄二 平18.12. 1内   消   循  診療所
     院 福岡県行橋市西泉４丁目１－３７常　勤:    1院　理事長　末松　雄 組織変更 小   リハ 現存
     (医       1)二 平24.12. 1
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 4043751,941,6 はまさき循環器内科 〒824-0031 0930-22-0070医療法人はまさき循環濵﨑　直也 平27. 5. 1内   循   診療所
     福岡県行橋市西宮市二丁目１番３常　勤:    1器内科　理事長　濵﨑 移動 現存
     ６号 (医       1)　直也 平27. 5. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 4044751,942,4 医療法人博邦会　きむ〒824-0003 0930-28-9555医療法人博邦会　きむ木村　博 平22. 1. 1内   診療所
     らクリニック 福岡県行橋市大橋三丁目５番１号常　勤:    1らクリニック　理事長 組織変更 現存
     (医       1)　木村　博 平28. 1. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 4045751,943,2 みすみ内科医院 〒824-0003 0930-26-8823三角　博康 三角　博康 平22. 9. 1内   診療所
     福岡県行橋市大橋２丁目１２１７常　勤:    1 新規 休止
     番地２ (医       1) 平22. 9. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 4046752,004,2 園田医院 〒824-0041 0930-23-8473園田　一彦 園田　一彦 昭53.10. 1内   小   外  診療所
     福岡県行橋市大字大野井４５８ 常　勤:    1 現存
     (医       1) 平23.10. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 4047752,015,8 有門医院 〒824-0015 09-2-0845 有門　美代子 有門　美代子 昭53.10. 1内   小   診療所
     福岡県行橋市大字元永５４７番地常　勤:    1 現存
     (医       1) 平23.10. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 4048752,906,8 行橋厚生病院 〒824-0041 0930-23-1230医療法人財団つばさ　西村　有史 昭59. 7. 1療養 病院
     福岡県行橋市大字大野井６４０ 常　勤:    7理事長　西村　有史     療養    44現存
     (医       7) 平29. 7. 1精神
     非常勤:   16     一般   185
     (医      16) 内   精   心内
     循   リハ 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 4049752,911,8 医療法人　山田医院 〒824-0044 09302-2-1195医療法人　山田医院　山田　伸次 平 2.11. 1内   胃   小  診療所
     福岡県行橋市大字天生田字古川田常　勤:    2理事長　山田　伸次 現存
     ９４０－１ (医       2) 平29.11. 1
     非常勤:    2
     (医       2)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 4050761,185,8 植田外科胃腸科医院 〒801-0873 093-321-2852植田　謙三郎 植田　謙三郎 昭52. 8. 1一般         9診療所
     福岡県北九州市門司区東門司一丁常　勤:    1 その他       9現存
     目１０－２０ (医       1) 平28. 8. 1外   胃   リハ
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 4051761,201,3 三谷耳鼻咽喉科医院 〒801-0833 093-332-4141三谷　暢廣 三谷　暢廣 昭56. 8. 1耳い 診療所
     福岡県北九州市門司区清滝４丁目常　勤:    1 現存
     ２番１１号 (医       1) 平29. 8. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 4052761,207,0 池田医院 〒801-0873 093-321-2659香月　きょう子 香月　きょう子 昭60. 1. 3内   小   診療所
     福岡県北九州市門司区東門司２丁常　勤:    1 現存
     目９－１３ (医       1) 平30. 1. 1
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 4053761,208,8 産科婦人科津田医院 〒800-0025 093-381-0371津田　裕文 津田　裕文 昭60. 6. 1一般    診療所
     福岡県北九州市門司区柳町１－９常　勤:    1 産   婦   現存
     －６ (医       1) 平30. 6. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 4054761,214,6 大嶋医院 〒800-0025 093-381-1743野田　健一 野田　健一 平元. 8. 7内   消   診療所
     福岡県北九州市門司区柳町１－９常　勤:    1 現存
     －１６ (医       1) 平28. 8. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 4055761,216,1 柳瀬皮フ科クリニック〒800-0037 093-381-6654柳瀬　信一 柳瀬　信一 平 2. 6. 1皮   診療所
     福岡県北九州市門司区原町別院６常　勤:    1 現存
     －１０ (医       1) 平29. 6. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 4056761,219,5 永田内科胃腸科医院 〒800-0027 093-381-1293永田　晋 永田　晋 平 2.12. 1内   胃   診療所
     福岡県北九州市門司区黄金町２－常　勤:    2 現存
     ６ (医       2) 平29.12. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 4057761,229,4 小松医院 〒801-0851 093-332-1313小松　千代 小松　千代 平12. 7. 1小   内   診療所
     福岡県北九州市門司区東本町１丁常　勤:    1 移動 現存
     目１－１ (医       1) 平24. 7. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 4058761,230,2 後藤皮膚科泌尿器科医〒800-0025 093-381-1898後藤　安正 後藤　安正 平 8. 3. 5皮   ひ   診療所
     院 福岡県北九州市門司区柳町二丁目常　勤:    1 交代 現存
     ６番８号 (医       1) 平29. 3. 5
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 4059761,233,6 ふじとう眼科医院 〒801-0863 093-331-7811藤東　祥子 藤東　祥子 平 9. 2. 1眼   診療所
     福岡県北九州市門司区栄町７ー２常　勤:    1 新規 現存
     ０ (医       1) 平30. 2. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 4060761,242,7 清見白石内科医院 〒801-0882 093-332-7711白石　明彦 白石　明彦 平11.10. 1内   循   診療所
     福岡県北九州市門司区清見一丁目常　勤:    1 新規 現存
     １０－２６ (医       1) 平29.10. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 4061761,243,5 門司港腎クリニック 〒801-0852 093-322-3551田中　秀欣 田中　秀欣 平20.12. 1内   透析 診療所
     福岡県北九州市門司区港町１番２常　勤:    1 移動 現存
     ０号 (医       1) 平26.12. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 4062761,244,3 佐伯整形外科医院 〒801-0882 093-331-1108佐伯　千惠子 佐伯　千惠子 平12. 7. 1整外 リハ 診療所
     福岡県北九州市門司区清見１丁目常　勤:    1 新規 現存
     ２番５号 (医       1) 平24. 7. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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 4063761,246,8 せのお内科・循環器科〒800-0047 093-381-2250妹尾　俊和 妹尾　俊和 平13. 5. 1内   循   診療所
     医院 福岡県北九州市門司区藤松１丁目常　勤:    1 新規 現存
     １０－７ (医       1) 平25. 5. 1
     非常勤:    1
     (医       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 4064761,251,8 福井医院 〒800-0006 093-381-1219福井　準 福井　準 平14. 4. 1内   小   放  診療所
     福岡県北九州市門司区矢筈町１番常　勤:    1 交代 麻   神   リハ現存
     ２２号 (医       1) 平26. 4. 1
     非常勤:    1
     (医       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 4065761,252,6 増田クリニック 〒800-0038 093-391-7722増田　正德 増田　正德 平14. 9. 1内   胃   外  診療所
     福岡県北九州市門司区大里原町１常　勤:    1 新規 整外 こう リハ現存
     －１３ (医       1) 平26. 9. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 4066761,256,7 柳井胃腸科内科医院 〒800-0025 093-391-2626柳井　淳一 柳井　淳一 平15. 4. 1内   消   診療所
     福岡県北九州市門司区柳町二丁目常　勤:    2 交代 現存
     ８番２５号 (医       2) 平27. 4. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 4067761,257,5 大町内科医院 〒801-0851 093-321-0603大町　圭 大町　圭 平15. 4. 1内   消   胃  診療所
     福岡県北九州市門司区東本町２丁常　勤:    2 交代 現存
     目５－１４ (医       2) 平27. 4. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 4068761,260,9 井上内科医院 〒800-0008 093-321-1415井上　義通 井上　義通 平16. 5. 1内   診療所
     福岡県北九州市門司区 葉２－３常　勤:    1 交代 現存
     －７ (医       1) 平28. 5. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 4069761,261,7 くらもと内科医院 〒800-0024 093-372-5200木村　洋一 木村　洋一 平16. 9. 1内   消   診療所
     福岡県北九州市門司区大里戸ノ上常　勤:    1 新規 現存
     ２－３－２５ (医       1) 平28. 9. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 4070761,262,5 あすかクリニック 〒800-0025 093-381-8088八坂　明日香 八坂　明日香 平16.11. 1内   循   診療所
     福岡県北九州市門司区柳町１丁目常　勤:    1 新規 現存
     ９番２２号 (医       1) 平28.11. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 4071761,263,3 ごとうクリニック 〒800-0028 093-382-0510後藤　博茂 後藤　博茂 平16.12. 1内   診療所
     福岡県北九州市門司区下二十町２常　勤:    1 新規 現存
     番３０号－２ (医       1) 平28.12. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 4072761,266,6 天華外科医院 〒800-0024 093-372-8180大谷　友美 大谷　友美 平17. 5. 1外   内   消  診療所
     福岡県北九州市門司区大里戸ノ上常　勤:    1 新規 こう 現存
     一丁目９番３３号 (医       1) 平29. 5. 1
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 4073761,267,4 三﨑クリニック 〒801-0841 093-321-2586三﨑　久好 三崎　久好 平17.10. 1精   心内 診療所
     福岡県北九州市門司区西海岸１丁常　勤:    1 新規 現存
     目６－６－１０１ (医       1) 平29.10. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 4074761,269,0 久志本医院 〒800-0051 093-381-1817久志本　孝一 久志本　孝一 平18. 1. 1内   リウ 診療所
     福岡県北九州市門司区下馬寄７の常　勤:    1 交代 現存
     ３ (医       1) 平30. 1. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 4075761,272,4 ふくむら小児科 〒801-0862 093-321-0296古賀　敦子 古賀　敦子 平19. 8. 1一般 診療所
     福岡県北九州市門司区錦町８－１常　勤:    2 交代     一般     2現存
     ０ (医       2) 平25. 8. 1小   
     非常勤:    1
     (医       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 4076761,273,2 田村内科・神経内科医〒800-0057 093-391-7755田村　隆治 田村　隆治 平19.10. 1内   神内 診療所
     院 福岡県北九州市門司区大里新町５常　勤:    1 新規 現存
     －５ (医       1) 平25.10. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 4077761,274,0 よすえ内科医院 〒801-0833 093-331-2816代居　敬子 代居　敬子 平20.12. 8内   診療所
     福岡県北九州市門司区清滝４丁目常　勤:    1 移動 現存
     １番７号 (医       1) 平26.12. 8
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 4078761,276,5 くにひろ社ノ木クリニ〒800-0054 093-371-9770医療法人　社の会　理國廣　充 平23.12. 1内   麻   リハ診療所
     ック 福岡県北九州市門司区社ノ木一丁常　勤:    1事長　國廣　充 組織変更 現存
     目７番２４号 (医       1) 平29.12. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 4079761,278,1 平沼整形外科クリニッ〒800-0025 093-382-2333医療法人　平沼整形外平沼　泰成 平25. 1. 1整外 リウ リハ診療所
     ク 福岡県北九州市門司区柳町１丁目常　勤:    1科クリニック　理事長 組織変更 現存
     １０番１８号 (医       1)　平沼　泰成 平25. 1. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 4080761,279,9 医療法人　石本医院 〒800-0048 093-391-3221医療法人　石本医院　石本　稔 平25. 1. 1一般        19診療所
     福岡県北九州市門司区稲積一丁目常　勤:    1理事長　石本　稔 組織変更 外   胃   整外現存
     ３番２８号 (医       1) 平25. 1. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 4081761,281,5 医療法人田中あきら内〒801-0834 093-321-3211医療法人田中あきら内田中　晃 平25.12. 1内   消   胃  診療所
     科クリニック 福岡県北九州市門司区本町２－１常　勤:    1科クリニック　理事長 組織変更 現存
     ０　サンリヤン門司港２Ｆ (医       1)　田中　晃 平25.12. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 4082761,282,3 医療法人岡本整形外科〒800-0024 093-382-6660医療法人　岡本整形外岡本　安弘 平27. 5. 1整外 リウ リハ診療所
     医院 福岡県北九州市門司区大里戸ノ上常　勤:    1科医院　理事長　岡本 組織変更 現存
     二丁目４番２４号 (医       1)　安弘 平27. 5. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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 4083761,283,1 たけはら内科クリニッ〒800-0048 093-382-1616医療法人英真会　理事武原　英樹 平27. 5. 1内   呼内 消  診療所
     ク 福岡県北九州市門司区稲積一丁目常　勤:    1長　武原　英樹 組織変更 現存
     １１番２号 (医       1) 平27. 5. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 4084761,284,9 竹内リウマチ整形外科〒800-0057 093-382-1511竹内　一哉 竹内　一哉 平28. 4. 1整外 リウ リハ診療所
     クリニック 福岡県北九州市門司区大里新町２常　勤:    1 新規 現存
     番１０号 (医       1) 平28. 4. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 4085761,285,6 天野医院 〒800-0024 093-381-1451天野　修造 天野　修造 平29. 4.11内   消   小  診療所
     北九州市門司区大里戸ノ上１－１常　勤:    1 交代 現存
     ３－２ (医       1) 平29. 4.11
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 4086761,286,4 医療法人　吉村こども〒800-0024 093-342-7390医療法人吉村こどもク吉村　和子 平29.11. 1小   診療所
     クリニック 北九州市門司区大里戸ノ上１丁目常　勤:    1リニック　理事長　吉 新規 現存
     １６番１号 (医       1)村　和子 平29.11. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 4087761,902,6 一般社団法人日本海員〒801-0833 093-321-0984一般社団法人日本海員阿部　功 昭53. 7. 1一般 病院
     (763,902,0) 掖済会　門司掖済会病福岡県北九州市門司区清滝１丁目常　勤:   20掖済会　会長　谷山　     一般   199現存
     院 ３－１ (医      16)將 平29. 7. 1内   神内 外  
     (歯       2) 胃   整外 耳い
     (薬       2) ひ   眼   婦  
     非常勤:   27 皮   麻   歯  
     (医      27) 歯外 放   リハ
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 4088761,906,7 北九州市立門司病院 〒800-0021 093-381-3581北九州市長　北橋　健廣瀬　宣之 昭53. 2. 1一般        50総合病院
     福岡県北九州市門司区南本町３番常　勤:    9治 結核        55現存
     １号 (医       9) 平29. 2. 1療養        50
     非常勤:   38 内   呼   小  
     (医      38) 外   整外 皮  
     眼   放   消  
     循   リハ ひ  
     神内 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 4089761,910,9 医療法人豊司会　新門〒800-0102 093-481-1368医療法人　豊司会　理白川　伸一郎 昭53.11. 1精神       260病院
     司病院 福岡県北九州市門司区大字猿喰６常　勤:    9事長　櫻井　征彦 精   神内 内  現存
     １５番地 (医       7) 平29.11. 1リハ 
     (薬       2)
     非常勤:   13
     (医      13)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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 4090761,912,5 医療法人碧水会　門司〒801-0803 093-331-0800医療法人　碧水会　理泉　太 昭53. 1. 1療養        95病院
     田野浦病院 福岡県北九州市門司区大字田野浦常　勤:    6事長　西内　哲敎 精神       384現存
     １０１８の１ (医       4) 平29. 1. 1内   心内 精  
     (薬       2)
     非常勤:   63
     (医      63)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 4091761,913,3 医療法人社団養寿園　〒801-0823 093-341-1416医療法人社団養寿園　木村　忠孝 昭53.10. 1一般        56病院
     春日病院 福岡県北九州市門司区春日町２２常　勤:    6理事長　頴原　健 療養       120現存
     番１９号 (医       5) 平29.10. 1内   循   放  
     (薬       1) リハ 
     非常勤:    9
     (医       8)
     (薬       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 4092761,914,1 医療法人社団響会　緑〒800-0043 093-381-5903医療法人社団　響会　宮崎　安裕 昭54. 2. 1一般 病院
     ケ丘病院 福岡県北九州市門司区緑ケ丘３番常　勤:    3理事長　前田　基     一般    54現存
     ５号 (医       3) 平30. 2. 1療養
     非常勤:   10     療養    50
     (医      10) 内   呼   消  
     循   リハ 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 4093761,915,8 北九州市立門司休日急〒800-0005 093-381-9699北九州市長　北橋　健河﨑　直美 昭52.12.25内   小   診療所
     患診療所 福岡県北九州市門司区羽山一丁目常　勤:    7治 現存
     １番２４号 (医       7) 平28.12. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 4094761,916,6 独立行政法人労働者健〒801-0853 093-331-3461独立行政法人労働者健蜂須賀　研二 昭53. 7. 1一般       250病院
     (763,916,0) 康安全機構　九州労災福岡県北九州市門司区東港町３－常　勤:   37康安全機構　理事長　 内   神内 循  現存
     病院　門司メディカル１ (医      36)有賀　徹 平28.12. 1外   整外 脳外
     センター (歯       1) ひ   皮   眼  
     放   リハ 麻  
     歯   
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 4095761,922,4 医療法人　社団　松和〒800-0112 093-481-1281医療法人社団　松和会山浦　敏宏 昭58. 2. 1精神       192病院
     会　門司松ケ江病院 福岡県北九州市門司区大字畑３５常　勤:    7　理事長　山浦　敏宏 精   心内 内  現存
     ５ (医       6) 平28. 2. 1
     (薬       1)
     非常勤:    3
     (医       3)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 4096761,926,5 医療法人　大里眼科ク〒800-0025 093-371-4577医療法人大里眼科クリ辰巳　和弘 平20. 3. 1眼   診療所
     リニック 福岡県北九州市門司区柳町１丁目常　勤:    2ニック　理事長　辰巳 移動 現存
     ２－２６ (医       2)　和弘 平26. 3. 1
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 4097761,927,3 医療法人　上森整形外〒800-0114 093-481-3839医療法人　上森整形外上森　知彦 平元. 6. 1整外 リウ リハ診療所
     科医院 福岡県北九州市門司区大字吉志１常　勤:    1科医院　理事長　上森 休止
     丁目２７－１ (医       1)　知彦 平28. 6. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 4098761,928,1 医療法人　木村内科医〒800-0031 093-381-1445医療法人　木村内科医木村　南樹 平元. 9. 1内   胃   循  診療所
     院 福岡県北九州市門司区高田１丁目常　勤:    1院　理事長　木村　南 現存
     ８－２２ (医       1)樹 平28. 9. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 4099761,929,9 医療法人　白石医院 〒800-0101 093-481-0061医療法人　白石医院　白石　公彦 平元.12. 1内   小   診療所
     福岡県北九州市門司区大字伊川１常　勤:    1理事長　白石　公彦 現存
     ０１３ (医       1) 平28.12. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 4100761,930,7 医療法人社団　糸菊会〒800-0037 093-381-0380医療法人社団　糸菊会泉　靖弘 平 2. 3. 1内   小   呼  診療所
     　泉医院 福岡県北九州市門司区原町別院１常　勤:    2　泉医院　理事長　泉 現存
     ９－５ (医       2)　靖弘 平29. 3. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 4101761,931,5 医療法人成田医院 〒800-0112 093-481-3090医療法人成田医院　理成田　高三郎 平 2.12. 1外   整外 内  診療所
     福岡県北九州市門司区大字畑２１常　勤:    2事長　成田　高三郎 消   現存
     ２７－１ (医       2) 平29.12. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 4102761,933,1 医療法人内田眼科医院〒801-0863 093-321-2409医療法人内田眼科医院内田　浩太郎 平 3. 4. 1眼   診療所
     福岡県北九州市門司区栄町４－７常　勤:    1　理事長　内田　浩太 現存
     (医       1)郎 平30. 4. 1
     非常勤:    1
     (医       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 4103761,935,6 鳥巣病院 〒800-0114 093-481-1831医療法人社団鳥巣病院今井　達也 平 3. 9. 1療養 病院
     福岡県北九州市門司区吉志５丁目常　勤:    6　理事長　鳥巣　正吉     療養    85現存
     ５番１０号 (医       6) 平24. 9. 1その他
     非常勤:    9     療養   110
     (医       9) 内   精   循  
     リハ 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 4104761,938,0 医療法人　清友会　伊〒801-0802 093-341-2626医療法人清友会伊東医伊東　清四郎 平 7. 1. 1一般    診療所
     東医院 福岡県北九州市門司区白野江２－常　勤:    1院　理事長　伊東　清 移動 胃   外   整外現存
     １２－３９ (医       1)四郎 平28. 1. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 4105761,939,8 医療法人　大里クリニ〒800-0026 093-381-4111医療法人　大里クリニ田中　明仁 平 5. 6. 1療養 診療所
     ック 福岡県北九州市門司区梅ノ木町４常　勤:    1ック　理事長　田中　 移動     療養    19現存
     －２ (医       1)明仁 平29. 6. 1内   神内 精  
     心内 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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 4106761,940,6 医療法人　楢﨑内科医〒800-0054 093-381-3322医療法人　楢﨑内科医楢﨑　健次郎 平 5. 8. 1内   胃   循  診療所
     院 福岡県北九州市門司区社ノ木２丁常　勤:    1院　理事長　楢﨑　健 組織変更 現存
     目５－１ (医       1)次郎 平29. 8. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 4107761,941,4 医療法人　田中整形外〒800-0053 093-372-3000医療法人田中整形外科田中　智顕 平 5.12. 1整外 リウ リハ診療所
     科医院 福岡県北九州市門司区新原町１３常　勤:    1医院　理事長　田中　 組織変更 現存
     －１ (医       1)智顕 平29.12. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 4108761,942,2 医療法人　一安医院 〒800-0028 093-381-1294医療法人　一安医院　一安　弘文 平 5.12. 1内   循   診療所
     福岡県北九州市門司区下二十町４常　勤:    2理事長　一安　弘文 組織変更 現存
     －２１ (医       2) 平29.12. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 4109761,943,0 医療法人　西明内科消〒801-0864 093-331-8686医療法人　西明内科消西明　真 平 6. 1. 1内   消   診療所
     化器科医院 福岡県北九州市門司区老松町１０常　勤:    2化器科医院　理事長　 組織変更 現存
     －１７ (医       2)西明　真 平30. 1. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 4110761,944,8 医療法人　虎野門会　〒801-0862 093-331-7600医療法人虎野門会　野野口　碩雄 平 6. 7. 1一般        10診療所
     野口整形外科医院 福岡県北九州市門司区錦町１０－常　勤:    1口整形外科医院　理事 組織変更 療養         5現存
     １０ (医       1)長　野口　碩雄 平24. 7. 1その他       4
     整外 リハ リウ
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 4111761,945,5 医療法人　鵜木医院 〒800-0054 093-371-2015医療法人　鵜木医院　鵜木　秀明 平 7. 5. 1内   消   リハ診療所
     福岡県北九州市門司区社ノ木１－常　勤:    1理事長　鵜木　秀明 組織変更 現存
     １５－７ (医       1) 平28. 5. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 4112761,946,3 医療法人　渡辺胃腸科〒800-0112 093-481-3225医療法人　渡辺胃腸科渡 　敎文 平 7. 8. 1一般    診療所
     医院 福岡県北九州市門司区大字畑１４常　勤:    1医院　理事長　渡 　 組織変更 胃   内   放  現存
     ２３－１０ (医       1)敎文 平28. 8. 1
     非常勤:    1
     (医       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 4113761,947,1 医療法人　清光会　藤〒800-0031 093-381-4818医療法人　清光会　藤藤井　清一 平 8. 5. 1一般         6診療所
     井眼科医院 福岡県北九州市門司区高田１丁目常　勤:    1井眼科医院　理事長　 組織変更 眼   現存
     ７番１８号 (医       1)藤井　清一 平29. 5. 1
     非常勤:    1
     (医       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 4114761,948,9 医療法人いわさクリニ〒800-0038 093-371-1131医療法人いわさクリニ岩佐　 史 平16. 7. 1一般        11診療所
     ック 福岡県北九州市門司区大里原町１常　勤:    1ック　理事長　岩佐　 移動 産婦 麻   現存
     ０番１０号 (医       1) 史 平28. 7. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 4115761,950,5 医療法人　安藤内科・〒800-0015 093-372-5420医療法人　安藤内科・安藤　文彦 平 9.12. 1内   循   消  診療所
     循環器科医院 福岡県北九州市門司区寺内一丁目常　勤:    1循環器科医院　理事長 組織変更 リハ 現存
     １番３号 (医       1)　安藤　文彦 平27.12. 1
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 4116761,951,3 門司区医師会診療所 〒800-0007 093-371-1567公益社団法人北九州市森田　道昭 平10. 1. 1内   診療所
     福岡県北九州市門司区小森江三丁常　勤:    2門司区医師会　会長　 新規 現存
     目１２番１１号 (医       2)白石　公彦 平28. 1. 1
     非常勤:    1
     (医       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 4117761,952,1 医療法人　中山皮膚科〒800-0056 093-381-7720医療法人　中山皮膚科中山　管一郎 平10.12. 1皮   ひ   診療所
     泌尿器科医院 福岡県北九州市門司区西新町１丁常　勤:    2泌尿器科医院　理事長 組織変更 現存
     目８－８ (医       2)　中山　管一郎 平28.12. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 4118761,953,9 医療法人　五秀会　末〒801-0852 093-321-2453医療法人　五秀会　末末永　五郎 平11. 1. 1一般        19診療所
     永産婦人科・麻酔科医福岡県北九州市門司区港町６番１常　勤:    2永産婦人科・麻酔科医 組織変更 産婦 麻   現存
     院 ５号 (医       2)院　理事長　末永　五 平29. 1. 1
     郎
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 4119761,955,4 医療法人よしだクリニ〒800-0025 093-372-1155医療法人よしだクリニ吉田　良 平11.12. 1外   胃   こう診療所
     ック 福岡県北九州市門司区柳町２丁目常　勤:    1ック　理事長　吉田　 組織変更 現存
     ３番１４号大八ビル１０１号 (医       1)良 平29.12. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 4120761,956,2 医療法人長田医院 〒801-0803 093-321-0407医療法人　長田医院　島　留美 平11.12. 1内   診療所
     福岡県北九州市門司区田野浦一丁常　勤:    1理事長　島　留美 組織変更 現存
     目６番１号 (医       1) 平29.12. 1
     非常勤:    1
     (医       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 4121761,957,0 医療法人　にしざわク〒800-0036 093-391-8777医療法人　にしざわク西澤　正夫 平12. 2. 1整外 リハ 診療所
     リニック 福岡県北九州市門司区柳原町３番常　勤:    1リニック　理事長　西 組織変更 現存
     １５号 (医       1)澤　正夫 平30. 2. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 4122761,958,8 医療法人　杉本耳鼻咽〒800-0039 093-381-3387医療法人　杉本耳鼻咽杉本　卓矢 平12. 4. 1耳い 診療所
     喉科医院 福岡県北九州市門司区中町５番１常　勤:    1喉科医院　理事長　杉 組織変更 現存
     ７号 (医       1)本　卓矢 平30. 4. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 4123761,959,6 医療法人　貝塚小児科〒800-0051 093-381-1811医療法人　貝塚小児科貝塚　博美 平12. 4. 1小   診療所
     医院 福岡県北九州市門司区下馬寄８番常　勤:    1医院　理事長　貝塚　 組織変更 現存
     ２２号 (医       1)博美 平30. 4. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 4124761,962,0 医療法人　岡本クリニ〒800-0037 093-381-6804医療法人　岡本クリニ岡本　高明 平13.12. 1一般        11診療所
     ック 福岡県北九州市門司区原町別院１常　勤:    1ック　理事長　岡本　 組織変更 ひ   外   皮  現存
     ２－１９ (医       1)高明 平25.12. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 4125761,963,8 医療法人　新田医院 〒800-0025 093-371-5111医療法人　新田医院　新田　良男 平13.12. 1外   消   こう診療所
     福岡県北九州市門司区柳町２丁目常　勤:    2理事長　新田　良男 組織変更 リハ 現存
     ７－１１ (医       2) 平25.12. 1緩和ケア内科
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 4126761,965,3 医療法人井上整形外科〒800-0054 093-382-6300医療法人井上整形外科井上　善博 平15. 4. 1整外 リハ リウ診療所
     医院 福岡県北九州市門司区社ノ木一丁常　勤:    1医院　理事長　井上　 組織変更 現存
     目１番１５号 (医       1)善博 平27. 4. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 4127761,966,1 神鋼リードミック㈱診〒800-0007 093-381-0698神鋼リードミック株式麻生　めぐみ 平15. 4. 1内   診療所
     療所 福岡県北九州市門司区小森江２丁常　勤:    1会社　代表取締役社長 交代 現存
     目２－１ (医       1)　杉浦　淳雄 平27. 4. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 4128761,969,5 門司クリニック 〒800-0025 093-391-8895医療法人社団　三陽会濱本　卓之 平16.11. 1内   循   診療所
     福岡県北九州市門司区柳町一丁目常　勤:    1　理事長　前田　日出 交代 現存
     ３番３０号－２０３ (医       1)三 平28.11. 1
     非常勤:   16
     (医      16)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 4129761,970,3 医療法人　門司メンタ〒800-0039 093-382-2300医療法人　門司メンタ山浦　智子 平16.12. 1心内 精   診療所
     ルクリニック 福岡県北九州市門司区中町１番３常　勤:    2ルクリニック　理事長 組織変更 現存
     ３号 (医       2)　山浦　賢治 平28.12. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 4130761,971,1 医療法人愛の会　きし〒800-0114 093-483-1600医療法人愛の会　理事岸本　健一 平17. 1. 1一般 診療所
     もとクリニック 福岡県北九州市門司区大字吉志４常　勤:    1長　岸本　健一 組織変更     一般    10現存
     ０７番地 (医       1) 平29. 1. 1内   小   
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 4131761,972,9 医療法人　はっとり小〒800-0055 093-372-4121医療法人　はっとり小服部　達 平17. 6. 1小   診療所
     児科クリニック 福岡県北九州市門司区東新町二丁常　勤:    1児科クリニック　理事 組織変更 現存
     目１１番３２号 (医       1)長　服部　達 平29. 6. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 4132761,973,7 医療法人　スマイル会〒800-0112 093-481-1010医療法人　スマイル会酒井　亮 平17.12. 1一般         7診療所
     　酒井整形外科医院 福岡県北九州市門司区大字畑２０常　勤:    1　酒井整形外科医院　 組織変更 療養        12療養病床
     ０８－５ (医       1)理事長　酒井　亮 平29.12. 1整外 リウ リハ現存
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 4133761,975,2 医療法人　よしたけ眼〒801-0852 093-331-1113医療法人　よしたけ眼吉武　良浩 平18. 1. 1一般 診療所
     科 福岡県北九州市門司区港町３番２常　勤:    1科　理事長　吉武　良 組織変更     一般     3現存
     ７号 (医       1)浩 平30. 1. 1眼   
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 4134761,976,0 医療法人　横光耳鼻咽〒800-0054 093-381-4583医療法人　横光耳鼻咽横光　智 平21. 5.17耳い アレ 診療所
     喉科医院 福岡県北九州市門司区社ノ木１丁常　勤:    1喉科医院　理事長　横 移動 現存
     目１６－１ (医       1)光　智 平27. 5.17
     非常勤:    1
     (医       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 4135761,977,8 医療法人健栄会　おお〒801-0863 093-331-3088医療法人　健栄会　理大塚　祥司 平18. 6. 1外   胃   消  診療所
     つかクリニック 福岡県北九州市門司区栄町８番１常　勤:    2事長　大塚　祥司 新規 呼   アレ 皮  現存
     ８号 (医       2) 平30. 6. 1リハ 
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 4136761,978,6 医療法人　さがら耳鼻〒801-0873 093-321-1300医療法人　さがら耳鼻相良　哲哉 平19. 1. 1一般    診療所
     咽喉科医院 福岡県北九州市門司区東門司一丁常　勤:    1咽喉科医院　理事長　 組織変更 耳い 現存
     目１番１７号 (医       1)相良　哲哉 平25. 1. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 4137761,979,4 医療法人　小森医院 〒801-0861 093-331-1114医療法人　小森医院　小森　弘隆 平19. 1. 1内   胃   外  診療所
     福岡県北九州市門司区長谷一丁目常　勤:    1理事長　小森　弘隆 組織変更 リハ 現存
     １０番２３号 (医       1) 平25. 1. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 4138761,980,2 医療法人　酒井循環器〒800-0025 093-382-1770医療法人　酒井循環器酒井　順雄 平19. 5. 1循   内   診療所
     内科 福岡県北九州市門司区柳町１丁目常　勤:    1内科　理事長　酒井　 組織変更 現存
     １３番３号 (医       1)順雄 平25. 5. 1
     非常勤:    1
     (医       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 4139761,981,0 大里おおかわ診療所 〒800-0016 093-391-1999公益財団法人　健和会片渕　幸彦 平19. 6. 1内   小   診療所
     福岡県北九州市門司区上二十町１常　勤:    1　理事長　三宅　昌 交代 現存
     番１２号 (医       1) 平25. 6. 1
     非常勤:    1
     (医       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 4140761,982,8 医療法人　辻医院 〒800-0017 093-381-4619医療法人　辻医院　理辻　雄一郎 平19. 6. 1内   小   消  診療所
     福岡県北九州市門司区永黒２丁目常　勤:    1事長　辻　雄一郎 組織変更 呼   現存
     ９番１８号 (医       1) 平25. 6. 1
     非常勤:    1
     (医       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 4141761,983,6 医療法人　はいしクリ〒800-0025 093-382-5775医療法人　はいしクリ葉石　正藏 平19. 6. 1精   心内 診療所
     ニック 福岡県北九州市門司区柳町２丁目常　勤:    1ニック　理事長　葉石 組織変更 現存
     １番２４号馬場ビル５Ｆ (医       1)　正藏 平25. 6. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 4142761,985,1 医療法人　田代クリニ〒801-0856 093-331-2410医療法人　田代クリニ田代　道良 平19. 6. 1外   整外 内  診療所
     ック 福岡県北九州市門司区浜町１番３常　勤:    2ック　理事長　田代　 組織変更 麻   現存
     ０号 (医       2)信之 平25. 6. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 4143761,986,9 新小文字病院 〒800-0057 093-391-1001社会医療法人財団池友甲斐　秀信 平20. 1. 1一般       214病院
     福岡県北九州市門司区大里新町２常　勤:   45会　理事長　富永　隆 移動 内   循   消  現存
     番５号 (医      45)治 平26. 1. 1呼内 呼外 外  
     非常勤:   17 整外 リウ 形外
     (医      17) 病理 麻   ひ  
     皮   放   脳外
     リハ 他   
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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 4144761,987,7 晴山会クリニック 〒800-0025 093-381-1388医療法人社団晴山会　宮崎　健 平21. 4. 1一般 診療所
     福岡県北九州市門司区柳町一丁目常　勤:    2理事長　宮崎　健 その他     一般    19現存
     ２番１号 (医       2) 平27. 4. 1外   整外 脳外
     非常勤:    3 リハ 消   内  
     (医       3)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 4145761,988,5 松本眼科クリニック 〒800-0052 093-391-4048松本　時子 松本　時子 平26.11. 1眼   診療所
     福岡県北九州市門司区東馬寄１番常　勤:    1 新規 現存
     ２６号 (医       1) 平26.11. 1
     非常勤:    4
     (医       4)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 4146762,075,0 あきたけ医院 〒801-0873 093-321-0541秋武　邦子 秋武　邦子 昭33. 3. 1内   小   麻  診療所
     福岡県北九州市門司区東門司２丁常　勤:    1 現存
     目４番１８号 (医       1) 平30. 3. 1
     非常勤:    5
     (医       5)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 4147762,924,9 ＪＲ九州病院 〒800-0031 093-381-5661九州旅客鉄道株式会社林田　一洋 昭62. 4. 1一般 病院
     福岡県北九州市門司区高田２丁目常　勤:   32　代表取締役社長　青     一般   158現存
     １－１ (医      32)柳　俊彦 平29. 4. 1療養
     非常勤:   64     療養    78
     (医      64) 内   循   消  
     リウ 神内 呼内
     外   整外 ひ  
     婦   耳い 眼  
     放   臨床 病理
     麻   他   
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 4148771,079,1 月守医院 〒802-0085 093-92-3924 月守　権一 月守　権一 昭32.11. 1内   こう 産  診療所
     福岡県北九州市小倉北区吉野町１常　勤:    1 現存
     ０－１３ (医       1) 平23.11. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 4149771,140,1 萬納寺外科医院 〒803-0846 093-56-5173 萬納寺　徳貞 萬納寺　徳貞 昭33. 2. 1外   整外 診療所
     福岡県北九州市小倉北区下到津１常　勤:    1 休止
     丁目３－１１ (医       1) 平12. 2. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 4150771,301,9 井口産婦人科医院 〒803-0836 093-571-0055井口　正夫 井口　正夫 昭40. 7. 1一般         8診療所
     福岡県北九州市小倉北区中井３丁常　勤:    1 産婦 内   現存
     目１７－１９ (医       1) 平28. 8. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 4151771,387,8 清澄医院 〒802-0014 093-52-2262 清澄　壽 清澄　壽 昭43. 8. 1一般    診療所
     福岡県北九州市小倉北区砂津１丁常　勤:    1 皮   ひ   性  休止
     目７－１８ (医       1) 平28. 8. 1
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 4152771,471,0 藤村医院 〒800-0217 093-471-7603藤村　寿博 藤村　寿博 平24. 4. 2内   小   消  診療所
     福岡県北九州市小倉南区下曽根３常　勤:    1 移動 現存
     丁目５－１２ (医       1) 平30. 4. 2
     非常勤:    1
     (医       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 4153771,512,1 みどりケ丘内科産婦人〒803-0827 093-561-3567金丸　博隆 金丸　博隆 昭49. 2. 7内   産   婦  診療所
     科医院 福岡県北九州市小倉北区緑ケ丘２常　勤:    1 現存
     丁目８－３１ (医       1) 平28. 2. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 4154771,547,7 はら内科整形外科クリ〒800-0217 093-472-5131原　晃 原　晃 昭51. 6. 1内   整外 リハ診療所
     ニック 福岡県北九州市小倉南区下曽根一常　勤:    2 現存
     丁目８番１６号 (医       2) 平30. 6. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 4155771,590,7 眼科鍋島医院 〒802-0007 093-521-0462鍋島　種信 鍋島　種信 平14. 6.10一般         4診療所
     福岡県北九州市小倉北区船場町４常　勤:    2 移動 眼   現存
     －２６ (医       2) 平26. 6.10
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 4156771,609,5 清水医院 〒802-0064 093-921-2228清水　尚 清水　尚 平24. 5. 1外   整外 麻  診療所
     福岡県北九州市小倉北区片野１丁常　勤:    1 移動 現存
     目１１－２３ (医       1) 平30. 5. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 4157771,615,2 庄野クリニック 〒803-0846 093-581-8787庄野　寛栄 庄野　寛栄 昭57.10. 1内   外   リハ診療所
     福岡県北九州市小倉北区下到津４常　勤:    1 現存
     丁目１０－３５ (医       1) 平24.10. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 4158771,643,4 坂口こどもクリニック〒802-0051 093-951-1315坂口　祐助 坂口　祐助 昭61.11. 1小   診療所
     福岡県北九州市小倉北区黒原３丁常　勤:    1 現存
     目２０－６ (医       1) 平28.12. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 4159771,648,3 金苗医院 〒803-0844 093-581-0731金苗　修一郎 金苗　修一郎 昭62. 4. 1耳い 気食 アレ診療所
     福岡県北九州市小倉北区真鶴１－常　勤:    2 現存
     １－１ (医       2) 平29. 4. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 4160771,653,3 中村内科クリニック 〒802-0821 093-962-0022中村　賢一 中村　賢一 昭62.12. 1内   消   診療所
     福岡県北九州市小倉南区横代北町常　勤:    1 現存
     ４丁目２０－６ (医       1) 平29.12. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 4161771,659,0 西見整形外科医院 〒803-0851 093-562-1645西見　文紀 西見　文紀 昭63. 3.22整外 リハ リウ診療所
     福岡県北九州市小倉北区木町４丁常　勤:    1 現存
     目１－２ (医       1) 平30. 3. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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 4162771,663,2 倉重クリニック 〒803-0846 093-582-1063倉重　眞明 倉重　眞明 平元. 4. 1内   精   神  診療所
     福岡県北九州市小倉北区下到津５常　勤:    1 心内 現存
     丁目１－３５到津ビル２０１号 (医       1) 平28. 4. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 4163771,665,7 土井皮フ科クリニック〒802-0971 093-961-1001土井　聖 土井　聖 平元. 5. 1皮   診療所
     福岡県北九州市小倉南区守恒本町常　勤:    1 現存
     ２丁目２－３４ (医       1) 平28. 5. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 4164771,671,5 徳山外科医院 〒802-0085 093-931-8550徳山　昇 徳山　昇 平 9. 7. 1外   胃   整外診療所
     福岡県北九州市小倉北区吉野町１常　勤:    1 移動 現存
     ２ー１ (医       1) 平24. 7. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 4165771,672,3 はまのうえ眼科医院 〒803-0836 093-581-3788濱之上　正史 濱之上　正史 平元.10. 1眼   診療所
     福岡県北九州市小倉北区中井２丁常　勤:    1 現存
     目１４－６ＹＳクリニックビル２(医       1) 平28.10. 1
     階
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 4166771,674,9 八木医院 〒802-0978 093-962-5275八木　光博 八木　光博 平元.10. 1一般 診療所
     福岡県北九州市小倉南区蒲生５丁常　勤:    2     一般    15現存
     目２－１ (医       2) 平28.10. 1療養
         療養     4
     内   胃   小  
     外   こう 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 4167771,681,4 南医院整形外科皮膚科〒802-0022 093-521-0176南　千賀子 南　千賀子 平 2. 4. 1皮   整外 リハ診療所
     福岡県北九州市小倉北区上富野５常　勤:    1 リウ アレ 麻  現存
     丁目２ー１６ (医       1) 平29. 4. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 4168771,686,3 医療法人清明会　清水〒802-0077 093-522-1163医療法人清明会　理事清水　淳 平 2. 9. 1内   胃   放  診療所
     内科胃腸科医院 福岡県北九州市小倉北区馬借２丁常　勤:    1長　清水　淳 現存
     目６－５ (医       1) 平29. 9. 1
     非常勤:    1
     (医       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 4169771,687,1 医療法人まつおか内科〒802-0016 093-521-3952医療法人まつおか内科松岡　博文 平 2. 9. 1内   消   診療所
     クリニック 福岡県北九州市小倉北区宇佐町１常　勤:    1クリニック　理事長　 現存
     丁目７－３４ (医       1)松岡　博文 平29. 9. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 4170771,689,7 行徳クリニック 〒802-0002 093-511-3838行徳　英明 行徳　英明 平 2.10. 1婦   他   診療所
     福岡県北九州市小倉北区京町１－常　勤:    1 現存
     ２－２４小倉新興ビル７Ｆ (医       1) 平29.10. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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 4171771,692,1 東和病院 〒802-0971 093-962-1008医療法人敬天会　理事益川　眞一 平 2.10. 1一般 病院
     (773,644,6) 福岡県北九州市小倉南区守恒本町常　勤:   12長　益川　理美子     一般    92現存
     １丁目３－１ (医      11) 平29.10. 1療養
     (歯       1)     療養   107
     非常勤:   28 内   循   消  
     (医      28) 小   呼内 神内
     外   整外 リウ
     眼   ひ   婦  
     放   アレ リハ
     歯   歯外 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 4172771,693,9 あだち宇野内科クリニ〒802-0042 093-551-7788宇野　卓也 宇野　卓也 平 2.11. 1内   呼   胃  診療所
     ック 福岡県北九州市小倉北区足立１丁常　勤:    1 循   現存
     目２－２３ (医       1) 平29.11. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 4173771,694,7 近藤ウイメンズ・クリ〒802-0003 093-511-3881近藤　正彦 近藤　正彦 平 2.11. 1産婦 心内 診療所
     ニック 福岡県北九州市小倉北区米町１－常　勤:    1 現存
     １－２１大銀明生小倉ビル (医       1) 平29.11. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 4174771,698,8 医療法人聖心会　久能〒800-0206 093-473-2500医療法人聖心会　理事久能　保則 平 2.12. 1一般        19診療所
     整形外科消化器科医院福岡県北九州市小倉南区葛原東３常　勤:    1長　久能　保則 整外 リハ リウ現存
     丁目１４番４９号 (医       1) 平29.12. 1内   消   
     非常勤:    7
     (医       7)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 4175771,699,6 医療法人安田循環器科〒802-0061 093-922-7563医療法人安田循環器科安田　英雄 平 2.12. 1一般        19診療所
     内科クリニック 福岡県北九州市小倉北区三郎丸１常　勤:    2内科クリニック　理事 内   循   リハ現存
     丁目７－５ (医       2)長　安田　英雄 平29.12. 1
     非常勤:    1
     (医       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 4176771,701,0 医療法人山形内科医院〒802-0074 093-931-0058医療法人山形内科医院山形　康洋 平 2.12. 1一般 診療所
     福岡県北九州市小倉北区白銀２丁常　勤:    1　理事長　山形　康洋     一般    10現存
     目３－２７ (医       1) 平29.12. 1療養
         療養     9
     内   循   放  
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 4177771,702,8 小森内科医院 〒802-0011 093-922-4481小森　猛 小森　猛 平 3. 1. 1内   循   診療所
     福岡県北九州市小倉北区重住３丁常　勤:    1 現存
     目９－２２ (医       1) 平30. 1. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 4178771,705,1 医療法人くろき・ひろ〒803-0845 093-651-3847医療法人くろき・ひろ右田　博文 平 9.12. 8内   小   アレ診療所
     クリニック 福岡県北九州市小倉北区上到津３常　勤:    2クリニック　理事長　 移動 形外 美外 現存
     丁目８番１１号 (医       2)右田　巳賀 平27.12. 8
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 4179771,706,9 医療法人古河医院 〒803-0851 093-561-0851医療法人古河医院　理古河　智幸 平 3. 3. 1内   皮   ひ  診療所
     福岡県北九州市小倉北区木町２丁常　勤:    2事長　古河　智幸 現存
     目１０－１ (医       2) 平30. 3. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 4180771,707,7 医療法人高根内科医院〒803-0278 093-451-5796医療法人高根内科医院高根　崇一 平 3. 3. 1内   消   循  診療所
     福岡県北九州市小倉南区徳吉西一常　勤:    2　理事長　高根　崇一 呼   現存
     丁目１－５ (医       2) 平30. 3. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 4181771,709,3 村岡内科消化器科クリ〒802-0001 093-533-5588村岡　衛 村岡　衛 平 3. 4. 1内   消   放  診療所
     ニック 福岡県北九州市小倉北区浅野２丁常　勤:    2 心内 現存
     目１８－１５ (医       2) 平30. 4. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 4182771,710,1 松井病院 〒802-0071 093-941-4550医療法人社団天翠会　松井　豊 平 3. 4. 1一般        76病院
     福岡県北九州市小倉北区黄金２丁常　勤:   11理事長　松井　豊 療養        23現存
     目９－１４ (医       9) 平30. 4. 1内   耳   リハ
     (薬       2) 消   アレ 
     非常勤:   42
     (医      41)
     (薬       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 4183771,712,7 医療法人　井上眼科医〒802-0974 093-962-3881医療法人　井上眼科医井上　正 平 3. 4. 1眼   診療所
     院 福岡県北九州市小倉南区徳力３丁常　勤:    2院　理事長　井上　正 現存
     目１４－１２ (医       2) 平30. 4. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 4184771,714,3 医療法人大串皮膚泌尿〒803-0843 093-651-3253医療法人　大串皮膚泌大串　康之 平 3. 5. 1皮   ひ   性  診療所
     器科医院 福岡県北九州市小倉北区金鶏町１常　勤:    1尿器科医院　理事長　 現存
     －３８ (医       1)大串　康之 平30. 5. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 4185771,715,0 医療法人熊谷医院 〒800-0253 093-471-7077医療法人　熊谷医院　熊谷　久 平 3. 7. 1産   婦   内  診療所
     福岡県北九州市小倉南区葛原本町常　勤:    2理事長　熊谷　久 現存
     ３丁目５－７ (医       2) 平24. 7. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 4186771,716,8 医療法人たなか内科・〒802-0038 093-551-2205医療法人たなか内科・田中　昌俊 平 3. 8. 1内   循   呼  診療所
     眼科クリニック 福岡県北九州市小倉北区神幸町８常　勤:    3眼科クリニック　理事 消   小   眼  現存
     －１２ (医       3)長　田中　昌俊 平24. 8. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 4187771,717,6 医療法人　中川クリニ〒802-0064 093-921-1113医療法人　中川クリニ中川　知子 平26. 4.21皮   内   診療所
     ック 福岡県北九州市小倉北区片野一丁常　勤:    2ック　理事長　中川　 移動 現存
     目１番５７号 (医       2)知子 平26. 4.21
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 4188771,718,4 医療法人廣石眼科医院〒802-0005 093-521-0517医療法人　広石眼科医廣石　悟朗 平 3. 9. 1一般         6診療所
     福岡県北九州市小倉北区堺町１丁常　勤:    2院　理事長　廣石　悟 眼   現存
     目３－１ (医       2)朗 平24. 9. 1
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 4189771,719,2 医療法人安藤整形外科〒802-0016 093-531-0789医療法人安藤整形外科安藤　由朗 平 3. 9. 1整外 リウ リハ診療所
     医院 福岡県北九州市小倉北区宇佐町１常　勤:    1医院　理事長　安藤　 アレ 現存
     丁目１０－９ (医       1)由朗 平24. 9. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 4190771,720,0 医療法人下川眼科医院〒802-0971 093-962-1515医療法人下川眼科医院下川　章蔵 平 3. 9. 1眼   診療所
     福岡県北九州市小倉南区守恒本町常　勤:    1　理事長　下川　章蔵 現存
     ２丁目２－３４－２０２ (医       1) 平24. 9. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 4191771,723,4 佐藤こどもクリニック〒802-0816 093-952-6054佐藤　克子 佐藤　克子 平26.10. 1小   アレ 診療所
     福岡県北九州市小倉南区若園１丁常　勤:    1 移動 現存
     目１－３０ (医       1) 平26.10. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 4192771,724,2 医療法人やまさき内科〒802-0051 093-921-7800医療法人やまさき内科山崎　範子 平 3.12. 1内   診療所
     医院 福岡県北九州市小倉北区黒原３丁常　勤:    1医院　理事長　山崎　 現存
     目２－３２ (医       1)嘉宏 平27.12. 1
     非常勤:    1
     (医       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 4193771,727,5 医療法人　成康会　堤〒802-0835 093-962-1950医療法人　成康会　理堤　康博 平 4. 1. 1精神       310病院
     小倉病院 福岡県北九州市小倉南区大字堀越常　勤:    9事長　堤　康博 内   精   神  現存
     ３５８ (医       7) 平28. 1. 1
     (薬       2)
     非常勤:   33
     (医      33)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 4194771,729,1 そえだ医院 〒802-0979 093-963-0038添田　修 添田　修 平 4. 2. 1内   外   胃  診療所
     福岡県北九州市小倉南区徳力新町常　勤:    1 現存
     １丁目２０番１８号 (医       1) 平28. 2. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 4195771,732,5 医療法人　奥医院 〒800-0257 093-931-6611医療法人奥医院　理事奥　共栄 平 4. 4. 1内   胃   診療所
     福岡県北九州市小倉南区湯川１丁常　勤:    2長　奥　共栄 現存
     目４－６ (医       2) 平28. 4. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 4196771,733,3 医療法人　浜之上耳鼻〒802-0971 093-961-3341医療法人浜之上耳鼻咽濱之上　隆史 平 4. 4. 1耳い 気食 診療所
     咽喉科医院 福岡県北九州市小倉南区守恒本町常　勤:    1喉科医院　理事長　濵 現存
     ２－２－３４ (医       1)之上　隆史 平28. 4. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 4197771,736,6 医療法人　いくの医院〒803-0836 093-561-1152医療法人　いくの医院生野　雅治 平 4. 6. 1内   胃   小  診療所
     福岡県北九州市小倉北区中井３丁常　勤:    2　理事長　生野　雅治 婦   リハ 麻  現存
     目１７－２３ (医       2) 平28. 6. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 4198771,739,0 いわた外科医院 〒800-0236 093-475-1222岩田　定幸 岩田　定幸 平 4. 8. 1外   胃   呼内診療所
     福岡県北九州市小倉南区下貫１丁常　勤:    1 現存
     目２－２４ (医       1) 平28. 8. 1
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 4199771,741,6 医療法人　中森眼科医〒800-0217 093-472-6948医療法人　中森眼科医中森　玄司 平27. 4. 1眼   診療所
     院 福岡県北九州市小倉南区下曽根四常　勤:    1院　理事長　中森　文 移動 現存
     丁目２５番１５号 (医       1)之 平27. 4. 1
     非常勤:    1
     (医       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 4200771,742,4 あおきクリニック 〒802-0974 093-963-7500青木　義憲 青木　義憲 平 4.10. 1内   消   診療所
     福岡県北九州市小倉南区徳力六丁常　勤:    1 現存
     目１１番１号 (医       1) 平28.10. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 4201771,743,2 医療法人　岩田整形外〒802-0044 093-941-6875医療法人　岩田整形外岩田　信彦 平 4.12. 1整外 リハ リウ診療所
     科医院 福岡県北九州市小倉北区熊本４丁常　勤:    1科医院　理事長　岩田 現存
     目３－２９ (医       1)　信彦 平28.12. 1
     非常勤:    1
     (医       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 4202771,744,0 医療法人　岩本内科医〒802-0832 093-961-4118医療法人　岩本内科医山口　泰三 平 5. 1. 1一般        19診療所
     院 福岡県北九州市小倉南区下石田１常　勤:    2院　理事長　岩本　英 内   消   循  現存
     丁目２－８ (医       2)希 平29. 1. 1他   
     非常勤:    7
     (医       7)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 4203771,745,7 水之江クリニック 〒803-0835 093-571-3072医療法人　槐会　理事水之江　和宏 平 5. 1. 1内   呼   アレ診療所
     福岡県北九州市小倉北区井堀３丁常　勤:    2長　水之江　和宏 皮   リハ 現存
     目２４－８ (医       2) 平29. 1. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 4204771,746,5 医療法人成映会　たか〒802-0053 093-921-5010医療法人成映会　たか裴　柄球 平 5. 2. 1一般        18診療所
     ぼうクリニック 福岡県北九州市小倉北区高坊２丁常　勤:    1ぼうクリニック　理事 透析 外   整外現存
     目８－３３ (医       1)長　裴　柄球 平29. 2. 1消   和漢 放  
     非常勤:    2 リハ 
     (医       2)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 4205771,747,3 植田クリニック 〒800-0204 093-475-2100植田　浩之 植田　浩之 平 5. 4. 1神内 脳外 リハ診療所
     福岡県北九州市小倉南区中吉田２常　勤:    1 現存
     丁目１－１０ (医       1) 平29. 4. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 4206771,751,5 医療法人　一本杉外科〒803-0836 093-581-7000医療法人一本杉外科医一本杉　聡 平 5. 5. 1一般         4診療所
     医院乳腺外科 福岡県北九州市小倉北区中井２丁常　勤:    2院乳腺外科　理事長　 療養         4現存
     目６－２０ (医       2)一本杉　聡 平29. 5. 1外   
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 4207771,756,4 医療法人　宮崎内科循〒802-0802 093-921-5968医療法人　宮崎内科循宮崎　義隆 平 5. 8. 1内   循   診療所
     環器科医院 福岡県北九州市小倉南区城野１丁常　勤:    1環器科医院　理事長　 組織変更 現存
     目１５－３８ (医       1)宮崎　義隆 平29. 8. 1
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 4208771,757,2 医療法人ひさしげ会　〒800-0222 093-471-7017医療法人ひさしげ会　久保　實 平 5. 8. 1整外 リハ 麻  診療所
     久保整形外科医院 福岡県北九州市小倉南区中曽根３常　勤:    2理事長　久保　實 組織変更 リウ 現存
     丁目２－２１ (医       2) 平29. 8. 1
     非常勤:    1
     (医       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 4209771,758,0 医療法人　坂本耳鼻咽〒800-0206 093-473-2806医療法人　坂本耳鼻咽坂本　直美 平 5. 8. 1耳い 診療所
     喉科医院 福岡県北九州市小倉南区葛原東３常　勤:    1喉科医院　理事長　坂 組織変更 現存
     丁目１４－３松ビル２階 (医       1)本　直美 平29. 8. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 4210771,760,6 野中内科医院 〒802-0022 093-521-3210野中　久代 野中　久代 平 5. 9. 1内   循   診療所
     福岡県北九州市小倉北区上富野４常　勤:    1 新規 現存
     丁目３－６ (医       1) 平29. 9. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 4211771,761,4 東洋クリニック 〒802-0801 093-952-5432前田　秀雄 前田　秀雄 平23. 2. 1内   診療所
     福岡県北九州市小倉南区富士見１常　勤:    1 移動 現存
     －５－３７（第３泰平ビル２０２(医       1) 平29. 2. 1
     号）
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 4212771,762,2 医療法人　良永医院 〒802-0816 093-921-1416医療法人　良永医院　良永　宇由 平 5. 9. 1内   小   循  診療所
     福岡県北九州市小倉南区若園３丁常　勤:    2理事長　良永　光啓 組織変更 呼   現存
     目１－２５ (医       2) 平29. 9. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 4213771,763,0 阪東医院 〒802-0004 093-521-2103南　裕子 南　裕子 平 5. 9. 1耳い 気食 放  診療所
     福岡県北九州市小倉北区鍛冶町１常　勤:    2 その他 現存
     丁目５－１０ (医       2) 平29. 9. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 4214771,766,3 医療法人　坂本眼科医〒800-0207 093-475-2555医療法人　坂本眼科医坂本　博士 平14. 8. 2眼   診療所
     院 福岡県北九州市小倉南区沼緑町５常　勤:    2院　理事長　坂本　博 移動 現存
     丁目１番１２号 (医       2)士 平26. 8. 2
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 4215771,767,1 医療法人　げんき会　〒802-0006 093-551-3456医療法人　げんき会　丸岡　啓一 平 5.12. 1内   胃   診療所
     丸岡内科医院 福岡県北九州市小倉北区魚町２－常　勤:    1丸岡内科医院　理事長 組織変更 現存
     １－１３ (医       1)　丸岡啓一 平29.12. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 4216771,768,9 藤島クリニック 〒803-0811 093-561-2321藤島　八重 藤島　八重 平27.11.24内   循   神内診療所
     福岡県北九州市小倉北区大門２丁常　勤:    1 移動 現存
     目１－１０ (医       1) 平27.11.24
     非常勤:    1
     (医       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 4217771,770,5 松永脳神経外科クリニ〒803-0846 093-591-1101松永　政幸 松永　政幸 平 6. 2. 1脳外 リハ 神内診療所
     ック 福岡県北九州市小倉北区下到津５常　勤:    1 新規 現存
     丁目８－２４ (医       1) 平30. 2. 1
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 4218771,774,7 医療法人板家循環器科〒800-0204 093-473-0012医療法人板家循環器科板家　守夫 平 6. 7. 1内   循   診療所
     内科医院 福岡県北九州市小倉南区中吉田１常　勤:    1内科医院　理事長板家 組織変更 現存
     丁目３－２０ (医       1)守夫 平24. 7. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 4219771,781,2 医療法人　聖亮会　萬〒803-0817 093-561-3456医療法人聖亮会　理事萬納寺　正清 平 6. 9. 1内   小   皮  診療所
     納寺医院 福岡県北九州市小倉北区田町６－常　勤:    1長　萬納寺　正清 組織変更 現存
     ３０ (医       1) 平24. 9. 1
     非常勤:    1
     (医       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 4220771,782,0 くが整形外科医院 〒802-0821 093-964-0003久我　泰朗 久我　泰朗 平 6.11. 1整外 リハ リウ診療所
     福岡県北九州市小倉南区横代北町常　勤:    1 新規 現存
     １－３－２９ (医       1) 平24.11. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 4221771,785,3 医療法人　森田医院 〒802-0972 093-963-0022医療法人森田医院　理森田　孝二 平 6.12. 1内   胃   放  診療所
     福岡県北九州市小倉南区守恒２－常　勤:    1事長　森田　孝二 組織変更 現存
     ８－１８ (医       1) 平27.12. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 4222771,792,9 医療法人　田中整形外〒803-0817 093-582-1110医療法人　田中整形外田中　博之 平 7. 5. 1整外 リハ リウ診療所
     科医院 福岡県北九州市小倉北区田町９－常　勤:    1科医院　理事長　田中 組織変更 現存
     ２６ (医       1)　博之 平28. 5. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 4223771,796,0 むらなが皮フ科形成外〒802-0007 093-513-5503村永　卓生 村永　卓生 平26.10. 2皮   形外 診療所
     科 福岡県北九州市小倉北区船場町３常　勤:    1 移動 現存
     －７みかげテラス３Ｆ (医       1) 平26.10. 2
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 4224771,797,8 医療法人　佐伯医院 〒802-0023 093-521-6796医療法人　佐伯医院　佐伯　友久 平 7. 8. 1内   小   消  診療所
     福岡県北九州市小倉北区下富野３常　勤:    2理事長　佐伯　友久 組織変更 呼   現存
     －１１－１ (医       2) 平28. 8. 1
     非常勤:    1
     (医       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 4225771,798,6 医療法人　おのクリニ〒802-0981 093-963-8888医療法人　おのクリニ小野　信吾 平 7. 8. 1麻   神   リハ診療所
     ック 福岡県北九州市小倉南区企救丘３常　勤:    1ック　理事長　小野　 組織変更 現存
     －１７－４－１０１ (医       1)信吾 平28. 8. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 4226771,804,2 医療法人　濵口産婦人〒803-0841 093-561-0776医療法人　濵口産婦人濱口　欣也 平 7.10. 1一般        18診療所
     科クリニック 福岡県北九州市小倉北区清水２－常　勤:    3科クリニック　理事長 組織変更 産婦 現存
     １４－２４ (医       3)　濱口　欣也 平28.10. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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 4227771,806,7 医療法人 里会　はや〒802-0821 093-963-6110医療法人　 里会　理林　一朗 平 7.12. 1内   胃   放  診療所
     し内科・胃腸科クリニ福岡県北九州市小倉南区横代北町常　勤:    1事長　林　一朗 組織変更 現存
     ック １－３－３２ (医       1) 平28.12. 1
     非常勤:    1
     (医       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 4228771,808,3 魚町眼科診療所 〒802-0006 093-511-2266二宮　元 二宮　元 平 8. 1. 1眼   診療所
     福岡県北九州市小倉北区魚町１丁常　勤:    1 交代 現存
     目１ー１西日本小倉ビル７Ｆ (医       1) 平29. 1. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 4229771,810,9 医療法人川沢医院　内〒802-0804 093-952-6060医療法人川沢医院　理川澤　修平 平10. 7.21内   神内 脳外診療所
     科・脳神経クリニック福岡県北九州市小倉南区下城野二常　勤:    1事長　川澤　修平 移動 現存
     丁目４番３号 (医       1) 平28. 7.21
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 4230771,811,7 医療法人　前山整形外〒802-0011 093-931-1277医療法人前山整形外科前山　敍之 平22. 5. 1整外 リハ リウ診療所
     科医院 福岡県北九州市小倉北区重住三丁常　勤:    1医院　理事長　前山　 移動 現存
     目４番２７号 (医       1)敍之 平28. 5. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 4231771,815,8 医療法人　田原医院 〒802-0044 093-931-0458医療法人　田原医院　田原　孝 平 8. 4. 1内   小   胃  診療所
     福岡県北九州市小倉北区熊本３丁常　勤:    2理事長　田原　孝 組織変更 循   呼   現存
     目１番６号 (医       2) 平29. 4. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 4232771,816,6 にしな整形外科医院 〒800-0236 093-474-1888仁科　博志 仁科　博志 平 8. 5. 1整外 リハ 麻  診療所
     福岡県北九州市小倉南区下貫１丁常　勤:    1 新規 リウ 現存
     目５ー７ (医       1) 平29. 5. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 4233771,819,0 北九州市立総合療育セ〒802-0803 093-922-5596社会福祉法人　北九州松尾　圭介 平 8. 4. 1一般       100病院
     (773,829,3) ンター 福岡県北九州市小倉南区春ケ丘１常　勤:   11市福祉事業団　理事長 組織変更 整外 小   眼  現存
     ０番２号 (医       9)　萩野　清隆 平29. 4. 1ひ   耳い 精  
     (歯       2) 歯   矯歯 小歯
     非常勤:   56 リハ 内   
     (医      53)
     (歯       3)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 4234771,820,8 医療法人　もりもと整〒803-0836 093-583-6334医療法人　もりもと整森本　聡 平18. 8.11整外 リハ リウ診療所
     形リハビリクリニック福岡県北九州市小倉北区中井２丁常　勤:    1形リハビリクリニック 移動 現存
     目４番１０号 (医       1)　理事長　森本　聡 平24. 8.11
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 4235771,821,6 医療法人　幸の鳥医院〒802-0979 093-962-1113医療法人　幸の鳥医院大久保　信之 平 8. 5. 1一般        12診療所
     福岡県北九州市小倉南区徳力新町常　勤:    2　理事長　大久保　信 組織変更 産婦 現存
     １丁目２０番１６号 (医       2)之 平29. 5. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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 4236771,823,2 八幡製鐵所小倉診療所〒803-0803 093-561-8229新日鐵住金（株）　代冨岡　嘉晃 平 8. 7. 1内   診療所
     福岡県北九州市小倉北区許斐町一常　勤:    1表取締役社長　進藤　 新規 現存
     番地 (医       1)孝生 平29. 7. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 4237771,825,7 くまがい内科クリニッ〒802-0971 093-963-1191熊谷　幸雄 熊谷　幸雄 平 8.10. 1内   胃   呼  診療所
     ク 福岡県北九州市小倉南区守恒本町常　勤:    1 新規 現存
     ２丁目２ー６ウイングビル２Ｆ (医       1) 平29.10. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 4238771,828,1 医療法人　ひまわり会〒802-0821 093-962-6334医療法人　ひまわり会前川　美智子 平 8.12. 1皮   診療所
     　前川クリニック 福岡県北九州市小倉南区横代北町常　勤:    1　前川クリニック　理 組織変更 現存
     １ー３ー１２ (医       1)事長　前川　美智子 平29.12. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 4239771,831,5 医療法人渋江医院 〒800-0204 093-471-7146医療法人渋江医院　理澁江　有恒 平15.10.14内   小   皮  診療所
     福岡県北九州市小倉南区中吉田３常　勤:    2事長　澁江　有恒 移動 神内 現存
     丁目２０番１号 (医       2) 平27.10.14
     非常勤:    1
     (医       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 4240771,833,1 志田山形成外科 〒802-0002 093-511-3333志田山　了一 志田山　了一 平 9. 4. 1形外 診療所
     福岡県北九州市小倉北区京町１ー常　勤:    1 新規 現存
     ５ー１０ (医       1) 平30. 4. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 4241771,836,4 医療法人　きたがわ内〒803-0831 093-583-0303医療法人　きたがわ内北川　淳二 平 9. 4. 1内   小   診療所
     科小児科クリニック 福岡県北九州市小倉北区日明二丁常　勤:    1科小児科クリニック　 組織変更 現存
     目１７番１５号 (医       1)理事長　北川　淳二 平30. 4. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 4242771,837,2 医療法人　岡部内科医〒803-0826 093-561-5345医療法人　岡部内科医岡部　道大 平 9. 4. 1内   小   循  診療所
     院 福岡県北九州市小倉北区高峰町１ 院　理事長　岡部　道 組織変更 消   療養病床
     １番２５号 大 平30. 4. 1 現存
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 4243771,839,8 医療法人　きのした内〒803-0861 093-571-6500医療法人　きのした内木下　善二 平 9. 4. 1内   消   リハ診療所
     科消化器科クリニック福岡県北九州市小倉北区篠崎三丁常　勤:    2科消化器科クリニック 組織変更 現存
     目９番６号 (医       2)　理事長　木下　善二 平30. 4. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 4244771,840,6 医療法人　帖佐整形外〒803-0273 093-452-1700医療法人　帖佐整形外帖佐　博文 平 9. 4. 1整外 リハ リウ診療所
     科医院 福岡県北九州市小倉南区長行東二常　勤:    1科医院　理事長　帖佐 組織変更 現存
     丁目１３番７号 (医       1)　博文 平30. 4. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 4245771,844,8 医療法人　中村内科循〒800-0221 093-475-6511医療法人　中村内科循黒田　智寛 平20. 8. 4内   循   診療所
     環器科クリニック 福岡県北九州市小倉南区下曽根新常　勤:    2環器科クリニック　理 移動 現存
     町１８番１号 (医       2)事長　黒田　智寛 平26. 8. 4
     非常勤:    2
     (医       2)
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 4246771,848,9 いちはしクリニック 〒802-0974 093-965-2111一橋　浩二 一橋　浩二 平 9.10. 1循   内   アレ診療所
     福岡県北九州市小倉南区徳力一丁常　勤:    1 新規 リハ 現存
     目１１－２２ (医       1) 平24.10. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 4247771,849,7 医療法人　三島医院 〒800-0206 093-473-6517医療法人　三島医院　三島　齊 平 9.11.19内   放   診療所
     福岡県北九州市小倉南区葛原東２常　勤:    1理事長　三島　齊 組織変更 休止
     丁目２番１号 (医       1) 平24.11.19
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 4248771,850,5 医療法人　かわい泌尿〒802-0077 093-551-9900医療法人　かわい泌尿川井　修一 平17.11.28ひ   診療所
     器科クリニック 福岡県北九州市小倉北区馬借３丁常　勤:    1器科クリニック　理事 移動 現存
     目３－３４ (医       1)長　川井　修一 平29.11.28
     非常勤:    2
     (医       2)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 4249771,851,3 医療法人　加生医院 〒802-0056 093-921-5842医療法人加生医院　理加生　忠洋 平 9.12. 1内   診療所
     福岡県北九州市小倉北区黒住町２常　勤:    1事長　加生　忠洋 組織変更 現存
     ４番８号 (医       1) 平27.12. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 4250771,852,1 医療法人　やない内科〒802-0051 093-921-8800医療法人　やない内科楊井　剛 平 9.12. 1内   呼   消  診療所
     循環器科医院 福岡県北九州市小倉北区黒原一丁常　勤:    1循環器科医院　理事長 組織変更 循   リハ 現存
     目１番５号 (医       1)　楊井　剛 平27.12. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 4251771,853,9 第一心療クリニック 〒802-0005 093-522-6620医療法人　清陵会　理門田　一法 平10. 1. 1精   神   内  診療所
     福岡県北九州市小倉北区堺町一丁常　勤:    1事長　小原　尚之 交代 心内 現存
     目２番１６号 (医       1) 平28. 1. 1
     非常勤:    3
     (医       3)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 4252771,854,7 医療法人　聖和クリニ〒802-0971 093-963-5789医療法人　聖和クリニ黒丸　龍一 平21. 3.28療養        19診療所
     ック 福岡県北九州市小倉南区守恒本町常　勤:    2ック　理事長　黒丸　 移動 内   現存
     二丁目１９番１号 (医       2)龍一 平27. 3.28
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 4253771,855,4 北九州腎臓クリニック〒800-0226 093-475-4939医療法人海の弘毅会　海津　嘉毅 平10. 1. 1一般 診療所
     福岡県北九州市小倉南区田原新町常　勤:    2理事長　海津　嘉藏 組織変更     一般     4現存
     ２丁目３番８号 (医       2) 平28. 1. 1療養
     非常勤:    1     療養     6
     (医       1) 内   透析 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 4254771,861,2 やなぎさわ皮フ科クリ〒803-0836 093-583-1112医療法人やなぎさわ皮柳沢　一明 平22. 3.23皮   診療所
     ニック 福岡県北九州市小倉北区中井５丁常　勤:    1フ科クリニック　理事 移動 現存
     目１４番３号 (医       1)長　柳沢　一明 平28. 3.23
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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 4255771,862,0 医療法人　今渡循環器〒802-0085 093-921-7170医療法人　今渡循環器今渡　龍一郎 平13.10. 9内   循   呼  診療所
     科内科医院 福岡県北九州市小倉北区吉野町１常　勤:    1科内科医院　理事長　 移動 現存
     １番１５号 (医       1)今渡　龍一郎 平25.10. 9
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 4256771,863,8 医療法人　武田眼科医〒802-0043 093-521-1221医療法人　武田眼科医武田　師利 平10. 4. 1眼   診療所
     院 福岡県北九州市小倉北区足原１丁常　勤:    1院　理事長　武田　師 組織変更 現存
     目８番１７号 (医       1)利 平28. 4. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 4257771,865,3 医療法人　久米整形外〒802-0801 093-921-0654医療法人　久米整形外後藤　博史 平10. 4. 1整外 リハ リウ診療所
     科医院 福岡県北九州市小倉南区富士見２常　勤:    2科医院　理事長　後藤 組織変更 現存
     丁目３番３０号 (医       2)　博史 平28. 4. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 4258771,866,1 医療法人　手島整形外〒802-0976 093-964-6556医療法人　手島整形外手島　鍛 平10. 5. 1整外 リハ リウ診療所
     科医院 福岡県北九州市小倉南区南方３丁常　勤:    1科医院　理事長　手島 新規 現存
     目１番２７号 (医       1)　鍛 平28. 5. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 4259771,867,9 徳力小野医院 〒802-0979 093-963-8844小野　研治 小野　研治 平10. 5. 1麻   内   リハ診療所
     福岡県北九州市小倉南区徳力新町常　勤:    1 新規 現存
     ２－１３－２６ (医       1) 平28. 5. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 4260771,868,7 医療法人　さかい整形〒800-0204 093-473-0800医療法人　さかい整形坂井　一夫 平10. 5. 1整外 リハ リウ診療所
     外科医院 福岡県北九州市小倉南区中吉田六常　勤:    1外科医院　理事長　坂 組織変更 現存
     丁目２４番３３号 (医       1)井　一夫 平28. 5. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 4261771,869,5 山崎リゾートクリニッ〒803-0864 093-571-0022医療法人　心愛　理事山﨑　宏 平15. 4.16一般 診療所
     ク 福岡県北九州市小倉北区熊谷二丁常　勤:    2長　山﨑　宏 移動     一般    19現存
     目１番４号 (医       2) 平27. 4.16内   小   外  
     こう リハ 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 4262771,870,3 ひさとみ医院 〒800-0224 093-475-4976久富　啓介 久富　啓介 平10. 7. 1胃   こう 外  診療所
     福岡県北九州市小倉南区東貫２丁常　勤:    1 新規 現存
     目２番１号 (医       1) 平28. 7. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 4263771,872,9 冨士本眼科医院 〒800-0226 093-475-2210冨士本　一志 冨士本　一志 平10. 8. 1一般         7診療所
     福岡県北九州市小倉南区田原新町常　勤:    2 新規 眼   現存
     ３丁目６－９ (医       2) 平28. 8. 1
     非常勤:    9
     (医       9)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 4264771,875,2 大田町医院 〒802-0015 093-522-0769畠中　宏樹 畠中　宏樹 平10.10. 1胃   内   放  診療所
     福岡県北九州市小倉北区大田町２常　勤:    1 新規 現存
     －１１ (医       1) 平28.10. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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 4265771,876,0 伊東レディースクリニ〒802-0802 093-921-1103伊東　忠一郎 伊東　忠一郎 平10.11. 1産   婦   麻  診療所
     ック 福岡県北九州市小倉南区城野４－常　勤:    1 新規 現存
     ４－１６ (医       1) 平28.11. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 4266771,878,6 医療法人社団　秀和会〒800-0245 093-475-9200医療法人社団　秀和会氷室　秀高 平10.11. 1一般         4診療所
     (773,836,8) 　小倉南歯科医院 福岡県北九州市小倉南区大字貫３常　勤:   15　理事長　氷室　秀高 新規 歯   小歯 歯外現存
     ６６４－２ (歯      15) 平28.11. 1
     非常勤:    8
     (歯       8)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 4267771,879,4 久米内科クリニック 〒803-0844 093-562-7757久米　盛夫 久米　盛夫 平10.12. 1内   呼   胃  診療所
     福岡県北九州市小倉北区真鶴１－常　勤:    1 新規 リハ 現存
     ３－２３ (医       1) 平28.12. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 4268771,881,0 医療法人　猪原整形外〒802-0981 093-965-2333医療法人　猪原整形外猪原　史敏 平10.12. 1整外 リウ リハ診療所
     科医院 福岡県北九州市小倉南区企救丘５常　勤:    2科医院　理事長　猪原 組織変更 現存
     丁目２０番３号 (医       2)　史敏 平28.12. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 4269771,882,8 市吉外科胃腸科クリニ〒803-0851 093-561-4477医療法人　市吉外科胃市吉　裕二 平11. 6. 1外   胃   整外診療所
     ック 福岡県北九州市小倉北区木町三丁常　勤:    1腸科クリニック　理事 移動 皮   ひ   現存
     目８番８号 (医       1)長　市吉　裕二 平29. 6. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 4270771,883,6 医療法人　もものクリ〒802-0985 093-963-6300医療法人　もものクリ桃野　義博 平10.12. 1胃   呼   外  診療所
     ニック 福岡県北九州市小倉南区志井１－常　勤:    1ニック　理事長　桃野 組織変更 現存
     ２７－１０ (医       1)　義博 平28.12. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 4271771,884,4 東邦クリニック 〒802-0002 093-512-6601呉　武雄 呉　武雄 平10.12. 1外   麻   皮  診療所
     福岡県北九州市小倉北区京町１丁常　勤:    1 移動 こう 内   消  現存
     目５番１１号 (医       1) 平28.12. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 4272771,885,1 医療法人　渡辺内科医〒803-0836 093-581-1340医療法人　渡辺内科医渡邊　泰夫 平10.12. 1内   診療所
     院 福岡県北九州市小倉北区中井四丁常　勤:    1院　理事長　渡邊　泰 組織変更 糖尿病内科 現存
     目４番２１号 (医       1)夫 平28.12. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 4273771,886,9 医療法人　いのうえレ〒800-0207 093-474-1103医療法人　いのうえレ井上　幸雄 平10.12. 1産婦 麻   診療所
     ディースクリニック 福岡県北九州市小倉南区沼緑町１常　勤:    1ディースクリニック　 組織変更 現存
     丁目１９－１２ (医       1)理事長　井上　幸雄 平28.12. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 4274771,887,7 医療法人　宗産婦人科〒800-0222 093-471-2700医療法人　宗産婦人科宗　 夫 平10.12. 1一般         9診療所
     医院 福岡県北九州市小倉南区中曽根六常　勤:    1医院　理事長　宗　 組織変更 産婦 麻   現存
     丁目９番３０号 (医       1)夫 平28.12. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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 4275771,901,6 独立行政法人　労働者〒800-0296 093-471-1121独立行政法人労働者健岩本　幸英 平23. 5. 1一般       450病院
     健康安全機構　九州労福岡県北九州市小倉南区曽根北町常　勤:  139康安全機構　理事長　 移動 内   消   循  現存
     災病院 １番１号 (医     126)有賀　徹 平29. 5. 1精   神内 小  
     (薬      13) 外   整外 脳外
     非常勤:   10 皮   ひ   産婦
     (医      10) 眼   耳い リハ
     放   病理 救命
     麻   
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 4276771,903,2 医療法人日明会　日明〒803-0831 093-581-0012医療法人　日明会　理北原　潤一 昭54. 4. 1精神       320病院
     病院 福岡県北九州市小倉北区日明３丁常　勤:    9事長　北原　潤一 精   神   内  現存
     目３－３２ (医       9) 平29.11. 1
     非常勤:    5
     (医       5)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 4277771,907,3 小倉中井病院 〒803-0836 093-581-0181医療法人錦会　理事長安部　哲哉 昭53. 9. 1一般 病院
     福岡県北九州市小倉北区中井５丁常　勤:    5　西内　哲敎     一般   113現存
     目１１－８ (医       5) 平29. 9. 1療養
     非常勤:   21     療養   179
     (医      21) 内   外   リハ
     整外 婦   皮  
     ひ   心内 放  
     脳外 耳い 精  
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 4278771,910,7 医療法人清陵会　南ケ〒803-0862 093-571-6081医療法人清陵会　理事小原　尚利 昭57. 4. 1療養        64病院
     丘病院 福岡県北九州市小倉北区今町３丁常　勤:   11長　小原　尚之 精神       256現存
     目１３－１ (医      11) 平29.11. 1精   内   リハ
     非常勤:   15 心内 
     (医      15)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 4279771,912,3 北九州市立藍島診療所〒802-0091 093-751-1380北九州市長　北橋　健田中　隆信 昭54. 9. 1内   小   診療所
     福岡県北九州市小倉北区藍島９１常　勤:    2治 現存
     番地 (医       2) 平30. 2. 6
     非常勤:    6
     (医       6)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 4280771,913,1 三萩野病院 〒802-0065 093-931-7931公益財団法人小倉医療平野　忠 昭54.11. 1一般 病院
     福岡県北九州市小倉北区三萩野１常　勤:   16協会　理事長　平野　     一般   181現存
     丁目１２－１８ (医      13)忠 平24.11. 1内   胃   循  
     (薬       3) 外   整外 ひ  
     非常勤:   16 リハ 放   呼  
     (医      16) 心内 神内 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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 4281771,914,9 国家公務員共済組合連〒803-0816 093-571-1031国家公務員共済組合連渋谷　恒文 昭52. 6. 1一般       259総合病院
     (773,914,3) 合会新小倉病院 福岡県北九州市小倉北区金田一丁常　勤:   39合会　理事長　松元　 療養        41現存
     目３－１ (医      38)崇 平28. 6. 1内   呼外 消  
     (歯       1) 循   呼   脳外
     非常勤:    4 外   整外 神内
     (医       4) 麻   皮   ひ  
     眼   婦   リハ
     放   歯外 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 4282771,917,2 北九州市立馬島診療所〒802-0092 093-751-1414北九州市長　北橋　健田中　隆信 昭52. 7. 1内   小   診療所
     福岡県北九州市小倉北区大字馬島常　勤:    3治 現存
     １５４番地の６ (医       3) 平28. 7. 1
     非常勤:    5
     (医       5)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 4283771,923,0 小倉リハビリテーショ〒803-0861 093-581-0668医療法人　共和会　理梅津　祐一 昭54. 2. 1一般        40病院
     (773,863,2) ン病院 福岡県北九州市小倉北区篠崎一丁常　勤:   12事長　熊谷　雅之 療養       158現存
     目５－１ (医      11) 平30. 2. 1内   リハ 整外
     (歯       1) 皮   神内 歯  
     非常勤:   61
     (医      61)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 4284771,924,8 北九州市立夜間・休日〒802-8560 093-522-9999北九州市長　北橋　健吉本　勝彦 平11.10. 1内   小   外  診療所
     (773,840,0) 急患センター 福岡県北九州市小倉北区馬借一丁常　勤:    3治 移動 整外 耳い 歯  現存
     目７番１号 (医       3) 平29.10. 1眼   
     非常勤:  182
     (医     170)
     (歯      12)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 4285771,927,1 医療法人　小倉蒲生病〒802-0978 093-961-3238医療法人　小倉蒲生病井田　能成 昭52.12. 1精神       174病院
     院 福岡県北九州市小倉南区蒲生５丁常　勤:    7院　理事長　西島　英 その他      72現存
     目５番１号 (医       6)利 平28.12. 1その他       8
     (薬       1) 精   神内 
     非常勤:   32
     (医      32)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 4286771,928,9 医療法人社団響会　前〒802-0062 093-921-3968医療法人社団　響会　前田　基 昭59.12. 1一般 病院
     田病院 福岡県北九州市小倉北区片野新町常　勤:    4理事長　前田　基     一般    60現存
     １丁目１番２３号 (医       4) 平29.12. 1外   整外 内  
     非常勤:    8 消   呼内 リハ
     (医       8) リウ 皮   他  
     消＝消化器内科
     、他＝血液内科
     、感染症内科
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 4287771,931,3 社会福祉法人　杏和会〒803-0184 093-451-6262社会福祉法人　杏和会三嶋　一弘 昭52. 7. 1一般 病院
     　やまびこ学園 福岡県北九州市小倉南区大字木下常　勤:    4　理事長　長森　健     特定   100現存
     ６０８ (医       2) 平28. 7. 1小   内   
     (薬       2)
     非常勤:    6
     (医       6)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 4288771,932,1 一般社団法人　北九州〒802-0076 093-551-3181一般社団法人北九州市本多　直美 昭53. 1.11内   診療所
     市小倉医師会　小倉医福岡県北九州市小倉北区中島一丁常　勤:    3小倉医師会　会長　宇 現存
     師会健診センター 目１９番１７号 (医       3)野　卓也 平29. 1. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 4289771,933,9 北九州市立医療センタ〒802-0077 093-541-1831北九州市長　北橋　健中野　徹 昭53. 2. 1一般 地域支援
     (773,933,3) ー 福岡県北九州市小倉北区馬借二丁常　勤:  102治     一般   620総合病院
     目１番１号 (医     101) 平29. 2. 1一般 現存
     (歯       1)     感染    16
     非常勤:   23 内   心内 精  
     (医      23) 呼内 消   循  
     小   外   整外
     脳外 呼   心外
     小外 皮   ひ  
     産婦 眼   耳い
     放   病理 麻  
     歯   
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 4290771,936,2 慈恵曽根病院 〒800-0208 093-471-2881医療法人　慈恵会　理市岡　泰子 昭55. 7. 1一般 病院
     福岡県北九州市小倉南区沼本町四常　勤:    5事長　林田　隆博     一般    55現存
     丁目２－１９ (医       3) 平28. 7. 1外   消   整外
     (薬       2) こう 内   リハ
     非常勤:   66 リウ 放   
     (医      64)
     (薬       2)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 4291771,938,8 北九州市立　精神保健〒802-0077 093-522-8729北九州市長　北橋　健三井　敏子 平11.10. 1精   診療所
     福祉センター 福岡県北九州市小倉北区馬借一丁常　勤:    3治 移動 現存
     目７番１号 (医       3) 平29.10. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 4292771,940,4 北九州健診診療所 〒803-0812 093-561-0030一般財団法人　西日本小野　稔 平13. 3.26内   婦   放  診療所
     福岡県北九州市小倉北区室町３丁常　勤:    8産業衛生会　理事長　 移動 現存
     目１番２号 (医       8)長竹　美義 平25. 3.26
     非常勤:    3
     (医       3)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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 4293771,942,0 健和会　大手町病院 〒803-0814 093-592-5511公益財団法人　健和会西中　徳治 昭59. 6. 1一般       499地域支援
     福岡県北九州市小倉北区大手町１常　勤:   95　理事長　三宅　昌 内   皮   神内総合病院
     ５－１ (医      95) 平29. 6. 1脳外 産婦 整外現存
     非常勤:   74 外   耳い 放  
     (医      71) リハ 小   麻  
     (歯       3) 精   ひ   形外
     心外 眼   消  
     他   
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 4294771,943,8 特定医療法人天臣会　〒800-0252 093-471-7721特定医療法人天臣会　松尾　典夫 昭60. 1. 1精神       326病院
     松尾病院 福岡県北九州市小倉南区葛原高松常　勤:    8理事長　松尾　典夫 内   精   神  現存
     一丁目２番３０号 (医       7) 平30. 1. 1
     (薬       1)
     非常勤:    5
     (医       4)
     (薬       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 4295771,946,1 北九州湯川病院 〒800-0251 093-473-8231社会医療法人　北九州西村　茂 昭61. 1. 1一般 病院
     福岡県北九州市小倉南区葛原２丁常　勤:    8病院　理事長　佐多　     一般    60現存
     目１－１０ (医       8)竹良 平28. 1. 1療養
     非常勤:    2     療養   180
     (医       2) その他
         療養    58
     内   リハ 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 4296771,948,7 北九州中央病院 〒802-0084 093-931-1085社会医療法人　北九州有馬　透 平14.10.15一般 病院
     福岡県北九州市小倉北区香春口一常　勤:   13病院　理事長　佐多　 移動     一般    60現存
     丁目１３番１号 (医      13)竹良 平26.10.15療養
     非常勤:    1     療養   240
     (医       1) 内   循   リハ
     消   
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 4297771,949,5 霧ヶ丘　つだ病院 〒802-0052 093-921-0438医療法人社団　恵友会津田　徹 平17.10.11一般        69病院
     (773,855,8) 福岡県北九州市小倉北区霧ヶ丘３常　勤:    6　理事長　津田　徹 移動 内   呼   消  現存
     丁目９－２０ (医       4) 平29.10.11循   リハ リウ
     (薬       2) 歯   
     非常勤:   24
     (医      23)
     (歯       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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 4298771,950,3 さくら整形外科・内科〒800-0233 093-472-8000医療法人社団　桜会　平井　啓 昭62.10. 1一般         1診療所
     ・リハビリテーション福岡県北九州市小倉南区朽網西１常　勤:    2さくら整形外科　リハ 療養        18現存
     科医院 丁目１７－１３ (医       2)ビリテーション医院　 平29.10. 1整外 リハ リウ
     非常勤:    6理事長　平井　啓 内   
     (医       6)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 4299771,952,9 医療法人貞元内科医院〒802-0077 093-551-0811医療法人　貞元内科医貞元　健一 昭62.10. 1内   消   診療所
     福岡県北九州市小倉北区馬借１丁常　勤:    2院　理事長　貞元　健 現存
     目１０－８ (医       2)一 平29.10. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 4300771,953,7 小倉南メディカルケア〒800-0206 093-473-1010医療法人社団　明愛会佐野　正博 平25. 3. 1療養        90病院
     病院 福岡県北九州市小倉南区葛原東二常　勤:    4　理事長　種子田　吉 移動 内   リハ 現存
     丁目１４番２号 (医       4)郎 平25. 3. 1
     非常勤:   17
     (医      17)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 4301771,954,5 医療法人そお小児科ク〒800-0223 093-471-1593医療法人そお小児科ク宗　稔 平元. 3. 1小   内   診療所
     リニック 福岡県北九州市小倉南区上曽根５常　勤:    2リニック　理事長　宗 現存
     丁目２－１ (医       2)　稔 平28. 3. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 4302771,956,0 医療法人　牧坂内科消〒802-0981 093-961-5151医療法人　牧坂内科消牧坂　教俊 平元. 5. 1内   呼   消  診療所
     化器科医院 福岡県北九州市小倉南区企救丘２常　勤:    3化器科医院　理事長　 循   放   現存
     －２－２６ (医       3)牧坂　泰治 平28. 5. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 4303771,957,8 医療法人　河田耳鼻咽〒800-0257 093-931-0525医療法人　河田耳鼻咽河田　賢治 平元. 6. 1耳い アレ 診療所
     喉科医院 福岡県北九州市小倉南区湯川１丁常　勤:    2喉科医院　理事長　河 現存
     目１－１７ (医       2)田　賢治 平28. 6. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 4304771,960,2 医療法人　白石胃腸科〒803-0851 093-581-0392医療法人　白石胃腸科白石　慶 平元. 6. 1内   消   診療所
     内科医院 福岡県北九州市小倉北区木町３丁常　勤:    2内科医院　理事長　白 現存
     目１０－１６ (医       2)石　慶 平28. 6. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 4305771,962,8 医療法人　辻田耳鼻咽〒802-0084 093-921-0909医療法人　辻田耳鼻咽辻田　直隆 平元. 6. 1耳い 診療所
     喉科医院 福岡県北九州市小倉北区香春口１常　勤:    1喉科医院　理事長　辻 現存
     丁目６－８ (医       1)田　直隆 平28. 6. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 4306771,963,6 医療法人　安元耳鼻咽〒803-0815 093-561-5201医療法人　安元耳鼻咽安元　義博 平元. 6. 1耳い 診療所
     喉科医院 福岡県北九州市小倉北区原町２丁常　勤:    1喉科医院　理事長　安 現存
     目６－２０ (医       1)元　義博 平28. 6. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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 4307771,965,1 合馬内科クリニック 〒802-0004 093-521-1053医療法人　北愛会　理合馬　紘 平23. 5. 3内   消   循  診療所
     福岡県北九州市小倉北区鍛冶町２常　勤:    2事長　合馬　紘 移動 現存
     丁目２－２２ (医       2) 平29. 5. 3
     非常勤:    1
     (医       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 4308771,966,9 医療法人　はでやま眼〒802-0064 093-931-1211医療法人　はでやま眼羽出山　勉 平20. 8. 1一般 診療所
     科クリニック 福岡県北九州市小倉北区片野四丁常　勤:    2科クリニック　理事長 移動     一般     3現存
     目３番１４号 (医       2)　羽出山　勉 平26. 8. 1眼   
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 4309771,967,7 医療法人　赤司医院 〒803-0852 093-571-6051医療法人　赤司医院　赤司　隆裕 平元. 7. 1内   診療所
     福岡県北九州市小倉北区新高田２常　勤:    1理事長　赤司　隆裕 現存
     丁目２－１０ (医       1) 平28. 7. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 4310771,968,5 医療法人　安部外科整〒802-0974 093-961-3615医療法人　安部外科整安部　隆尚 平元. 8. 1外   整外 診療所
     形外科医院 福岡県北九州市小倉南区徳力２丁常　勤:    2形外科医院　理事長　 現存
     目２－１０ (医       2)安部　隆尚 平28. 8. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 4311771,969,3 医療法人　浦田診療所〒803-0851 093-561-0555医療法人　浦田診療所浦田　康 平元. 9. 1一般 診療所
     福岡県北九州市小倉北区木町４丁常　勤:    2　理事長　浦田　康     一般     6現存
     目３－２０ (医       2) 平28. 9. 1眼   
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 4312771,970,1 医療法人北城クリニッ〒802-0016 093-521-1723医療法人北城クリニッ北城　厚志 平元. 9. 1外   胃   診療所
     ク 福岡県北九州市小倉北区宇佐町２常　勤:    1ク　理事長　北城　厚 現存
     丁目８－１３ (医       1)志 平28. 9. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 4313771,972,7 医療法人　山田内科医〒802-0023 093-531-1746医療法人　山田内科医山田　康代 平元. 9. 1内   消   神内診療所
     院 福岡県北九州市小倉北区下富野１常　勤:    1院　理事長　山田　康 リハ 現存
     丁目４－４７ (医       1)代 平28. 9. 1
     非常勤:    1
     (医       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 4314771,974,3 医療法人　平田整形外〒802-0077 093-511-2668医療法人　平田整形外平田　晴夫 平元. 9. 1整外 リハ リウ診療所
     科医院 福岡県北九州市小倉北区馬借２丁常　勤:    1科医院　理事長　平田 現存
     目１－２２ (医       1)　晴夫 平28. 9. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 4315771,976,8 医療法人　都留内科医〒803-0278 093-452-1115医療法人　都留内科医都留　義治 平元. 9. 1内   胃   放  診療所
     院 福岡県北九州市小倉南区徳吉西３常　勤:    1院　理事長　都留　義 現存
     －５－２５ (医       1)治 平28. 9. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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 4316771,979,2 医療法人　宮崎医院 〒802-0841 093-921-2058医療法人　宮崎医院　宮崎　文男 平元.10. 1形外 皮   ひ  診療所
     福岡県北九州市小倉南区北方２丁常　勤:    2理事長　宮崎　文男 性   内   現存
     目１９－１ (医       2) 平28.10. 1
     非常勤:    2
     (医       2)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 4317771,982,6 医療法人　田中内科ク〒803-0836 093-581-0081医療法人　田中内科ク田中　聡 平元.12. 1内   消   循  診療所
     リニック 福岡県北九州市小倉北区中井２丁常　勤:    2リニック　理事長　田 現存
     目１４－６ (医       2)中　聡 平28.12. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 4318771,985,9 医療法人　堀内医院 〒803-0831 093-571-8886医療法人　堀内医院　堀内　信宏 平 2. 1. 1内   呼   胃  診療所
     福岡県北九州市小倉北区日明３丁常　勤:    1理事長　堀内　信宏 アレ 現存
     目５－４ (医       1) 平29. 1. 1
     非常勤:    1
     (医       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 4319771,986,7 医療法人　小倉中央診〒802-0071 093-921-2179医療法人　小倉中央診梅谷　敬哲 平 2. 1. 1一般 診療所
     療所 福岡県北九州市小倉北区黄金１丁常　勤:    1療所　理事長　梅谷　     一般    13現存
     目８－２２ (医       1)敬哲 平29. 1. 1療養
         療養     6
     内   外   
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 4320771,987,5 医療法人　池田内科・〒802-0063 093-931-8561医療法人池田内科呼吸池田　二郎 平 2. 1. 1内   呼内 消  診療所
     呼吸器内科クリニック福岡県北九州市小倉北区若富士町常　勤:    2器内科クリニック　理 現存
     ７－２０ (医       2)事長　池田　二郎 平29. 1. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 4321771,989,1 医療法人　田中医院 〒803-0861 093-592-1116医療法人　田中医院　田中　秀幸 平 2. 2. 1内   消   循  診療所
     福岡県北九州市小倉北区篠崎３丁常　勤:    1理事長　田中　秀幸 現存
     目５－２４ (医       1) 平29. 2. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 4322771,993,3 医療法人　嘉武医院 〒802-0815 093-962-1288医療法人　嘉武医院　原田　嘉和 平 2. 3. 1一般         2診療所
     福岡県北九州市小倉南区南若園町常　勤:    2理事長　原田　嘉和 療養         4現存
     ７－２３ (医       2) 平29. 3. 1外   消   小  
     リハ 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 4323771,994,1 医療法人　沖田クリニ〒802-0974 093-962-3650医療法人　沖田クリニ沖田　脩 平19. 5. 1消   内   小  診療所
     ック 福岡県北九州市小倉南区徳力１丁常　勤:    2ック　理事長　沖田　 移動 現存
     目１０番３号 (医       2)脩 平25. 5. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 4324771,995,8 医療法人　田辺内科小〒802-0981 093-962-0825医療法人田辺内科小児田辺　尚子 平 2. 3. 1内   小   診療所
     児科医院 福岡県北九州市小倉南区企救丘４常　勤:    2科医院　理事長　田辺 現存
     －７－２ (医       2)　尚子 平29. 3. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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 4325771,997,4 医療法人　具嶋医院 〒803-0815 093-561-3956医療法人　具嶋医院　具嶋　正倫 平 2. 7. 1内   小   診療所
     福岡県北九州市小倉北区原町１丁常　勤:    1理事長　具嶋　正倫 現存
     目１４－２０ (医       1) 平29. 7. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 4326771,999,0 医療法人　政所クリニ〒802-0972 093-962-0322医療法人政所クリニッ政所　広行 平 2. 8. 1神内 内   診療所
     ック 福岡県北九州市小倉南区守恒１丁常　勤:    1ク　理事長　政所　広 現存
     目１１－８ (医       1)行 平29. 8. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 4327772,150,9 産婦人科長医院 〒802-0002 09-52-9225 長　千秋 長　千秋 昭33. 7. 1一般         6診療所
     福岡県北九州市小倉北区京町２丁常　勤:    1 産婦 現存
     目３－１４ (医       1) 平24. 7. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 4328772,481,8 永田内科小児科医院 〒802-0075 093-941-2215永田　利男 永田　利男 昭53. 8. 1内   小   放  診療所
     福岡県北九州市小倉北区昭和町３常　勤:    1 現存
     －７ (医       1) 平29. 8. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 4329772,522,9 鳥居耳鼻咽喉科医院 〒802-0002 093-511-1405鳥居　浩 鳥居　浩 平11. 9. 1耳い 気食 アレ診療所
     福岡県北九州市小倉北区京町１丁常　勤:    2 移動 現存
     目２－２４小倉新興ビル１階 (医       2) 平29. 9. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 4330772,599,7 萩崎クリニック 〒802-0066 093-922-3137曽我　司 曽我　司 昭56. 5. 1内   精   診療所
     福岡県北九州市小倉北区萩崎町１常　勤:    1 現存
     －４１ (医       1) 平29. 5. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 4331772,685,4 杉本クリニック 〒800-0222 093-473-0300杉本　英克 杉本　英克 平 2. 8. 1内   診療所
     福岡県北九州市小倉南区中曽根１常　勤:    1 現存
     丁目１３－６ (医       1) 平29. 8. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 4332772,697,9 医療法人　あだち古賀〒802-0042 093-931-2757医療法人　あだち古賀古賀　一吉 平14. 1. 1内   小   アレ診療所
     クリニック 福岡県北九州市小倉北区足立三丁常　勤:    2クリニック　理事長　 移動 呼   現存
     目１番２７号 (医       2)古賀　一吉 平26. 1. 1
     非常勤:    1
     (医       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 4333772,752,2 医療法人　曙会　坂田〒802-0038 093-551-1025医療法人曙会　坂田肛坂田　寛人 平 5. 5. 1一般        19診療所
     肛門科医院 福岡県北九州市小倉北区神幸町２常　勤:    2門科医院　理事長　坂 胃   こう 現存
     －２８ (医       2)田　寛人 平29. 5. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 4334772,771,2 医療法人　守恒レディ〒802-0971 093-962-0171医療法人　守恒レディ吉村　誠 平 6. 2. 1一般        12診療所
     ースクリニック 福岡県北九州市小倉南区守恒本町常　勤:    1ースクリニック　理事 組織変更 産   婦   現存
     １丁目１２－１１ (医       1)長　吉村　誠 平30. 2. 1
     非常勤:    2
     (医       2)
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 4335772,904,9 新栄会病院 〒803-0856 093-571-0086社会福祉法人　小倉新藤井　一朗 平 9.12. 1療養       105病院
     福岡県北九州市小倉北区弁天町１常　勤:    7栄会　理事長　上田　 移動 その他      60現存
     ２番１１号 (医       6)一雄 平27.12. 1内   消   皮  
     (薬       1) リハ 整外 放  
     非常勤:   20 眼   
     (医      20)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 4336772,964,3 医療法人村田クリニッ〒802-0075 093-941-0606医療法人村田クリニッ村田　宏爾 平元. 6. 1皮   形外 診療所
     ク 福岡県北九州市小倉北区昭和町１常　勤:    1ク　理事長　村田　宏 現存
     ３－２３ (医       1)爾 平28. 6. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 4337772,973,4 医療法人　田辺内科精〒803-0833 093-592-3852医療法人　田辺内科精田辺　健一 平元. 9. 1内   精   診療所
     神科医院 福岡県北九州市小倉北区朝日ケ丘常　勤:    1神科医院　理事長　田 現存
     ３－１０ (医       1)辺　健一 平28. 9. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 4338781,001,3 たけ皮膚科医院 〒800-0232 093-475-8811武　信昭 武　信昭 平11. 4. 1皮   診療所
     福岡県北九州市小倉南区朽網東２常　勤:    1 新規 現存
     丁目１１番８号 (医       1) 平29. 4. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 4339781,004,7 松原整形外科医院 〒800-0232 093-475-6333松原　好宏 松原　好宏 平11. 7. 1整外 リウ リハ診療所
     福岡県北九州市小倉南区朽網東２常　勤:    1 新規 現存
     丁目１１番７号 (医       1) 平29. 7. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 4340781,005,4 医療法人木村医院 〒800-0217 093-471-7888医療法人木村医院　理木村　喜男 平11.12. 1内   消   呼  診療所
     福岡県北九州市小倉南区下曽根四常　勤:    2事長　木村　喜男 組織変更 胃   現存
     丁目２３番２８号 (医       2) 平29.12. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 4341781,007,0 医療法人　東谷医院 〒803-0186 093-451-1331医療法人　東谷医院　白原　昶 平11.12. 1一般         4診療所
     福岡県北九州市小倉南区大字新道常　勤:    2理事長　白原　昶 組織変更 療養         7現存
     寺１２９番地の４ (医       2) 平29.12. 1その他       8
     内   消   整外
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 4342781,010,4 医療法人　杏和会　平〒803-0184 093-451-0303医療法人　杏和会　平長森　健 平12. 4. 1精神       136病院
     尾台病院 福岡県北九州市小倉南区大字木下常　勤:    3尾台病院　理事長　長 組織変更 精   神   現存
     ５５５ (医       2)森　健 平30. 4. 1
     (薬       1)
     非常勤:    8
     (医       8)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 4343781,012,0 医療法人としか内科循〒800-0207 093-474-2223医療法人としか内科循中村　俊香 平12. 5. 1内   循   診療所
     環器科医院 福岡県北九州市小倉南区沼緑町五常　勤:    1環器科医院　理事長　 組織変更 現存
     丁目３番２号 (医       1)中村　俊香 平30. 5. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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 4344781,017,9 北九州安部山公園病院〒800-0257 093-475-6262社会医療法人　北九州田中　繁 平13. 2. 1療養 病院
     福岡県北九州市小倉南区大字湯川常　勤:    5病院　理事長　佐多　 新規     療養   120現存
     １３９番地の２１ (医       5)竹良 平25. 2. 1療養
     非常勤:   10     介護    60
     (医      10) 内   リハ 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 4345781,019,5 堂園クリニック 〒802-0816 093-921-3817堂園　孝史 堂園　孝史 平13. 3.22一般    診療所
     福岡県北九州市小倉南区若園１丁常　勤:    2 交代 内   消   小  現存
     目１７－３６ (医       2) 平25. 3.22リハ 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 4346781,020,3 わたなべ内科・消化器〒800-0226 093-472-8226渡邉　信明 渡邉　信明 平13. 5. 1内   消   診療所
     科クリニック 福岡県北九州市小倉南区田原新町常　勤:    1 新規 現存
     ２丁目６番２号カサブランカ・フ(医       1) 平25. 5. 1
     ィールド１Ｆ
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 4347781,022,9 医療法人恵陽会　ひの〒800-0232 093-475-9090医療法人恵陽会　ひの日野　富夫 平13. 4. 1内   胃   診療所
     クリニック 福岡県北九州市小倉南区朽網東２常　勤:    1クリニック　理事長　 組織変更 現存
     丁目１１番４号 (医       1)日野　富夫 平25. 4. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 4348781,024,5 医療法人小倉糖腎会げ〒802-0974 093-963-8633医療法人小倉糖腎会げ李　源台 平29. 8.11内   透析 循  診療所
     んだいクリニック 北九州市小倉南区徳力４丁目１５常　勤:    1んだいクリニック　理 移動 現存
     番１０号 (医       1)事長　李　源台 平29. 8.11
     非常勤:    2
     (医       2)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 4349781,025,2 医療法人　ひらの子ど〒802-0976 093-962-2345医療法人　ひらの子ど平野　英敏 平13.12. 1小   診療所
     もクリニック 福岡県北九州市小倉南区南方四丁常　勤:    1もクリニック　理事長 組織変更 現存
     目８－２９ (医       1)　平野　英敏 平25.12. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 4350781,026,0 医療法人　あみと小児〒802-0972 093-962-7711医療法人　あみと小児網戸　英二 平14. 1. 1一般    診療所
     科医院 福岡県北九州市小倉南区守恒二丁常　勤:    1科医院　理事長　網戸 組織変更 小   現存
     目１番３７号 (医       1)　英二 平26. 1. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 4351781,027,8 なんだて内科循環器科〒802-0971 093-963-1631南立　秀和 南立　秀和 平17. 3. 7内   循   呼  診療所
     福岡県北九州市小倉南区守恒本町常　勤:    1 移動 現存
     ３丁目２－１５ (医       1) 平29. 3. 7
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 4352781,029,4 医療法人仁風会　上田〒800-0226 093-474-2500医療法人　仁風会　理上田　惠亮 平14. 4. 1整外 リハ リウ診療所
     惠亮整形外科医院 福岡県北九州市小倉南区田原新町常　勤:    1事長　上田　惠亮 組織変更 現存
     ３丁目１２番６号 (医       1) 平26. 4. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 4353781,031,0 松股会ＯＺＵＭＩクリ〒803-0273 093-452-1117小住　和徳 小住　和徳 平14.10. 1一般         3診療所
     ニック 福岡県北九州市小倉南区長行東２常　勤:    1 交代 形外 美外 外  現存
     －１４－１１ (医       1) 平26.10. 1皮   
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 4354781,036,9 医療法人恵友会城野ク〒802-0802 093-922-6262医療法人恵友会　理事高木　一郎 平15. 1. 1透析 診療所
     リニック 福岡県北九州市小倉南区城野四丁常　勤:    2長　中俣　琇子 組織変更 現存
     目５番５８号 (医       2) 平27. 1. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 4355781,037,7 上曽根病院 〒800-0223 093-473-8575医療法人錦会　理事長角谷　千登士 平15. 2.12療養 病院
     福岡県北九州市小倉南区上曽根５常　勤:    3　西内　哲敎 その他     療養   136現存
     丁目１３番１号 (医       3) 平27. 2.12内   外   脳外
     非常勤:   22 整外 リハ 神内
     (医      22)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 4356781,039,3 医療法人あさひ松本病〒800-0242 093-474-3358医療法人あさひ松本病松本　信司 平15. 4. 1一般        60病院
     院 福岡県北九州市小倉南区津田五丁常　勤:    2院　理事長　松本　信 組織変更 療養 現存
     目１番５号 (医       2)司 平27. 4. 1    療養    40
     非常勤:   20 内   循   消  
     (医      20) 神内 リウ リハ
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 4357781,040,1 医療法人西クリニック〒802-0816 093-952-1124医療法人西クリニック西　宏 平15. 4. 1循   内   リハ診療所
     福岡県北九州市小倉南区若園二丁常　勤:    1　理事長　西　宏 組織変更 現存
     目６番２８号 (医       1) 平27. 4. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 4358781,048,4 古賀クリニック 〒802-0983 093-961-5230古賀　康夫 古賀　康夫 平15.10.11内   小   循  診療所
     福岡県北九州市小倉南区志徳２丁常　勤:    1 交代 呼   リハ 現存
     目６－１５－１０１ (医       1) 平27.10.11
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 4359781,049,2 医療法人かん養生クリ〒800-0256 093-931-1101医療法人かん養生クリ釜　完司郎 平16. 1. 1心内 精   内  診療所
     ニック 福岡県北九州市小倉南区湯川新町常　勤:    1ニック　理事長　釜　 組織変更 現存
     ３丁目７番１号 (医       1)完司郎 平28. 1. 1
     非常勤:    4
     (医       4)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 4360781,050,0 石松ウイメンズクリニ〒800-0227 093-474-6700石松　正也 石松　正也 平16. 3. 1婦   診療所
     ック 福岡県北九州市小倉南区津田新町常　勤:    1 新規 現存
     ４丁目５－１ (医       1) 平28. 3. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 4361781,052,6 中島整形外科 〒802-0816 093-231-1030中島　聡 中島　聡 平16. 4. 1整外 リハ リウ診療所
     福岡県北九州市小倉南区若園４－常　勤:    2 新規 小   現存
     １４－１１ (医       2) 平28. 4. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 4362781,053,4 日髙耳鼻咽喉科医院 〒802-0816 093-931-4879日髙　利美 日髙　利美 平16. 6. 1耳い 診療所
     福岡県北九州市小倉南区若園３丁常　勤:    1 新規 現存
     目１０－４ (医       1) 平28. 6. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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 4363781,054,2 医療法人ひさしげ会　〒800-0222 093-475-9771医療法人ひさしげ会　久保　茂 平16. 6. 1内   消   診療所
     久保内科消化器科クリ福岡県北九州市小倉南区中曽根五常　勤:    2理事長　久保　實 新規 現存
     ニック 丁目７番２２号 (医       1) 平28. 6. 1
     (薬       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 4364781,056,7 岡林医院 〒800-0205 093-471-0303中島　抄由理 中島　抄由理 平16. 9.25一般    診療所
     福岡県北九州市小倉南区沼南町２常　勤:    1 交代 内   小   放  現存
     丁目２－２２ (医       1) 平28. 9.25
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 4365781,058,3 沼本町病院 〒800-0208 093-475-5001医療法人慈恵会　理事中嶋　義三 平16.11. 1療養 病院
     福岡県北九州市小倉南区沼本町一常　勤:    2長　林田　隆博 その他     療養    95療養病床
     丁目９番３９号 (医       2) 平28.11. 1内   リハ 現存
     非常勤:   48
     (医      48)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 4366781,059,1 医療法人　小野クリニ〒800-0218 093-474-8881医療法人　小野クリニ小野　栄三 平16.12. 1内   消   外  診療所
     ック 福岡県北九州市小倉南区沼新町一常　勤:    1ック　理事長　小野　 組織変更 現存
     丁目２番１０号 (医       1)栄三 平28.12. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 4367781,060,9 医療法人　ゆたかクリ〒800-0256 093-932-7550医療法人　ゆたかクリ古賀　豊 平17. 1. 1小   診療所
     ニック 福岡県北九州市小倉南区湯川新町常　勤:    1ニック　理事長　古賀 組織変更 現存
     四丁目２４番１１号 (医       1)　豊 平29. 1. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 4368781,062,5 いいお内科循環器科ク〒800-0253 093-474-3775飯尾　克己 飯尾　克己 平17. 4. 1内   循   診療所
     リニック 福岡県北九州市小倉南区葛原本町常　勤:    1 新規 現存
     １丁目６番３０号 (医       1) 平29. 4. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 4369781,064,1 医療法人　ますゆき皮〒802-0974 093-965-4112医療法人　ますゆき皮益雪　浩一 平17.12. 1皮   診療所
     フ科クリニック 福岡県北九州市小倉南区徳力３丁常　勤:    1フ科クリニック　理事 組織変更 現存
     目９－２Ｎ＆Ｙ徳力ビル２Ｆ (医       1)長　益雪　浩一 平29.12. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 4370781,066,6 医療法人　もりたこど〒800-0226 093-475-7200医療法人　もりたこど守田　英子 平18. 1. 1小   診療所
     もクリニック 福岡県北九州市小倉南区田原新町常　勤:    1もクリニック　理事長 組織変更 現存
     二丁目３番１９号 (医       1)　守田　英子 平30. 1. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 4371781,067,4 行実医院 〒802-0974 093-962-7983行實　敬一郎 行實　敬一郎 平18. 1. 1耳い 診療所
     福岡県北九州市小倉南区徳力３丁常　勤:    1 交代 現存
     目１２－２７ (医       1) 平30. 1. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 4372781,069,0 やまさきクリニック 〒800-0253 093-474-8866山﨑　国司 山﨑　国司 平18. 4. 1内   小   診療所
     福岡県北九州市小倉南区葛原本町常　勤:    1 新規 現存
     ６－７－２ (医       1) 平30. 4. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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 4373781,070,8 橋本クリニック 〒800-0217 093-474-7780橋本　茂 橋本　茂 平18. 5. 1麻   リハ 呼内診療所
     福岡県北九州市小倉南区下曽根２常　勤:    1 新規 循   他   現存
     丁目１３－１５ (医       1) 平30. 5. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 4374781,071,6 医療法人　前田クリニ〒803-0181 093-453-2345医療法人　前田クリニ前田　隆美 平18. 4. 1内   胃   循  診療所
     ック 福岡県北九州市小倉南区呼野１０常　勤:    2ック　理事長　前田　 組織変更 外   現存
     ９１番地 (医       1)隆美 平30. 4. 1
     (薬       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 4375781,072,4 医療法人　やぎゅうク〒800-0251 093-474-8900医療法人　やぎゅうク栁生　岳志 平18. 5. 1内   外   消  診療所
     リニック 福岡県北九州市小倉南区葛原５丁常　勤:    1リニック　理事長　栁 組織変更 呼   リハ 現存
     目６番３２号 (医       1)生　岳志 平30. 5. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 4376781,073,2 医療法人　泌尿器科い〒800-0206 093-474-4919医療法人　泌尿器科い伊東　健治 平18. 5. 1ひ   診療所
     とうクリニック 福岡県北九州市小倉南区葛原東３常　勤:    1とうクリニック　理事 組織変更 現存
     丁目１４－７ (医       1)長　伊東　健治 平30. 5. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 4377781,074,0 医療法人　創明会　金〒800-0226 093-473-6677医療法人　創明会　理金上　功 平23. 5. 1心内 内   精  診療所
     上クリニック 福岡県北九州市小倉南区田原新町常　勤:    1事長　金上　功 移動 神内 現存
     二丁目１２－２１ (医       1) 平29. 5. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 4378781,075,7 にしだ眼科医院 〒800-0232 093-475-0770西田　進五 西田　進五 平18. 7. 1眼   診療所
     福岡県北九州市小倉南区朽網東２常　勤:    1 新規 現存
     －１１－５ (医       1) 平24. 7. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 4379781,076,5 岡田クリニック 〒802-0985 093-962-4976岡田　誠 岡田　誠 平20. 2. 1内   胃   循  診療所
     福岡県北九州市小倉南区志井１７常　勤:    1 移動 他   現存
     １０－１ (医       1) 平26. 2. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 4380781,077,3 医療法人　ありたクリ〒802-0974 093-965-2022医療法人　ありたクリ有田　敏 平18.12. 1こう 胃   外  診療所
     ニック 福岡県北九州市小倉南区徳力一丁常　勤:    1ニック　理事長　有田 組織変更 現存
     目６番２０号 (医       1)　敏 平24.12. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 4381781,078,1 医療法人　松田耳鼻咽〒800-0224 093-474-3351医療法人　松田耳鼻咽松田　健二 平19. 1. 1耳い 診療所
     喉科 福岡県北九州市小倉南区東貫２丁常　勤:    1喉科　理事長　松田　 組織変更 現存
     目２番９号 (医       1)健二 平25. 1. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 4382781,079,9 周田医院 〒800-0253 093-471-1101周田　光一郎 周田　光一郎 平19. 1.30内   消   呼  診療所
     福岡県北九州市小倉南区葛原本町常　勤:    1 交代 リハ 外   現存
     １－１０－１６ (医       1) 平25. 1.30
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 4383781,082,3 かたやま脳外科内科ク〒802-0981 093-961-0019医療法人　あおば　理片山　成二 平19. 5. 1脳外 神内 リハ診療所
     リニック 福岡県北九州市小倉南区企救丘３常　勤:    1事長　片山　成二 組織変更 内   現存
     丁目１７番３号 (医       1) 平25. 5. 1
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 4384781,083,1 医療法人　ひらのサン〒800-0201 093-471-0415医療法人　ひらのサン平野　稔喜 平19. 5. 1小   診療所
     タキッズクリニック 福岡県北九州市小倉南区上吉田２常　勤:    1タキッズクリニック　 組織変更 現存
     丁目８番６号 (医       1)理事長　平野　稔喜 平25. 5. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 4385781,084,9 医療法人　山口クリニ〒800-0226 093-475-8777医療法人　山口クリニ山口　辰己 平19. 6. 1脳外 神内 リハ診療所
     ック 福岡県北九州市小倉南区田原新町常　勤:    2ック　理事長　山口　 組織変更 現存
     ２丁目１２番１７号 (医       2)辰己 平25. 6. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 4386781,085,6 医療法人　耳鼻咽喉科〒800-0226 093-471-8749医療法人　耳鼻咽喉科平野　清幸 平19. 6. 1耳い 診療所
     ひらのクリニック 福岡県北九州市小倉南区田原新町常　勤:    1ひらのクリニック　理 組織変更 現存
     ２丁目５番１号ＫＳＣビル２Ｆ (医       1)事長　平野　清幸 平25. 6. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 4387781,086,4 医療法人　みちおかレ〒802-0974 093-963-0317医療法人　みちおかレ道岡　亨 平19. 6. 1一般 診療所
     ディースクリニック 福岡県北九州市小倉南区徳力二丁常　勤:    1ディースクリニック　 組織変更     一般    19現存
     目２２番２８号 (医       1)理事長　道岡　亨 平25. 6. 1産   婦   
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 4388781,087,2 医療法人悠久会　久保〒800-0253 093-474-8001医療法人　悠久会　理久保　知可 平19. 6. 1眼   診療所
     眼科クリニック 福岡県北九州市小倉南区葛原本町常　勤:    1事長　久保　善嗣 交代 現存
     ６丁目６番９号 (医       1) 平25. 6. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 4389781,088,0 すがクリニック 〒800-0226 093-474-3636医療法人　すがクリニ菅　隆史 平19. 8. 1皮   形外 診療所
     福岡県北九州市小倉南区田原新町常　勤:    1ック　理事長　菅　隆 組織変更 現存
     ２丁目５番１号 (医       1)史 平25. 8. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 4390781,089,8 医療法人　きむらクリ〒800-0236 093-474-3601医療法人　きむらクリ木村　公憲 平19. 8. 1内   消   診療所
     ニック 福岡県北九州市小倉南区下貫１丁常　勤:    1ニック　理事長　木村 組織変更 現存
     目５番６号 (医       1)　公憲 平25. 8. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 4391781,100,3 宗クリニック 〒800-0217 093-471-1141宗　篤史 宗　篤史 平19.10. 1内   小   消  診療所
     福岡県北九州市小倉南区下曽根四常　勤:    2 新規 現存
     丁目５－６ (医       2) 平25.10. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 4392781,101,1 井原クリニック 〒803-0275 093-452-1113井原　隆昭 井原　隆昭 平19.11. 1胃   外   内  診療所
     福岡県北九州市小倉南区高野１丁常　勤:    1 新規 現存
     目１２－１８サンヒルズ高野 (医       1) 平25.11. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 4393781,103,7 ふじむら耳鼻咽喉科 〒802-0974 093-383-3387藤村　和伸 藤村　和伸 平20. 2. 1耳い アレ 診療所
     福岡県北九州市小倉南区徳力４－常　勤:    1 新規 現存
     ２３－３０ (医       1) 平26. 2. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 4394781,107,8 つるどめ乳腺・大腸・〒800-0206 093-471-0881鶴留　洋輔 鶴留　洋輔 平20.10. 1外   こう 胃  診療所
     肛門クリニック 福岡県北九州市小倉南区葛原東三常　勤:    1 新規 現存
     丁目２番７号 (医       1) 平26.10. 1
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 4395781,108,6 レディースメンタルク〒802-0979 093-963-2550岡本　香奈 岡本　香奈 平23. 6. 1心内 精   診療所
     リニック・カナリア 福岡県北九州市小倉南区徳力新町常　勤:    1 移動 現存
     ２丁目１７－１ (医       1) 平29. 6. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 4396781,109,4 かなめクリニック 〒802-0841 093-931-4100医療法人　要会　理事要　斉 平23. 8. 1精   心内 内  診療所
     福岡県北九州市小倉南区北方二丁常　勤:    2長　要　斉 移動 現存
     目８番４号 (医       2) 平29. 8. 1
     非常勤:    1
     (医       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 4397781,110,2 医療法人　徳原クリニ〒802-0974 093-962-0622医療法人　徳原クリニ徳原　宏治 平20.12. 1胃   消   外  診療所
     ック 福岡県北九州市小倉南区徳力三丁常　勤:    1ック　理事長　徳原　 組織変更 皮   こう 内  現存
     目１２番２５号 (医       1)宏治 平26.12. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 4398781,111,0 坂本クリニック耳鼻咽〒800-0257 093-923-3387医療法人　坂本クリニ坂本　菊男 平21. 1. 1一般 診療所
     喉科 福岡県北九州市小倉南区湯川１丁常　勤:    1ック　理事長　坂本　 組織変更     一般    10現存
     目３番２３号 (医       1)菊男 平27. 1. 1耳い 気食 外  
     アレ 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 4399781,112,8 中原クリニック 〒802-0832 093-962-5566医療法人　千昌会　理中原　昌作 平21. 4. 1外   胃   診療所
     福岡県北九州市小倉南区下石田三常　勤:    1事長　中原　昌作 組織変更 現存
     丁目１０番１９号 (医       1) 平27. 4. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 4400781,114,4 おかべクリニック 〒800-0257 093-921-3308岡部　宏明 岡部　宏明 平21. 8. 1内   消   診療所
     福岡県北九州市小倉南区湯川５丁常　勤:    1 交代 現存
     目５－３４ (医       1) 平27. 8. 1
     非常勤:    1
     (医       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 4401781,115,1 医療法人　永井整形外〒802-0821 093-962-0151医療法人　永井整形外永井　孝明 平22. 1. 1整外 外   リウ診療所
     科外科医院 福岡県北九州市小倉南区横代北町常　勤:    2科外科医院　理事長　 組織変更 リハ 現存
     ２丁目６番３４号 (医       2)永井　孝明 平28. 1. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 4402781,116,9 Ｋ′ｓクリニック皮ふ〒800-0253 093-981-6167医療法人　ケーズ・ア岩田　賢治 平22. 1. 1皮   診療所
     科 福岡県北九州市小倉南区葛原本町常　勤:    1ンド・パートナーズ　 組織変更 現存
     一丁目６番１７号 (医       1)理事長　岩田　賢治 平28. 1. 1
     非常勤:    1
     (医       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 4403781,117,7 崎クリニック 〒800-0225 093-473-5111眞崎　一郎 眞崎　一郎 平22. 4. 1内   外   リハ診療所
     福岡県北九州市小倉南区田原４丁常　勤:    1 新規 現存
     目９－１４ (医       1) 平28. 4. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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 4404781,119,3 なかなみメンタルクリ〒800-0207 093-471-5533医療法人　義朋会　理中並　朋晶 平22. 9. 1精   心内 診療所
     ニック 福岡県北九州市小倉南区沼緑町５常　勤:    1事長　中並　朋晶 交代 現存
     丁目１番１５号　３階 (医       1) 平28. 9. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 4405781,120,1 なかむら産家医院 〒800-0255 093-922-1085医療法人　なかむら産中村　薫 平24. 4. 1一般        11診療所
     福岡県北九州市小倉南区上葛原一常　勤:    1家医院　理事長　中村 組織変更 産   婦   休止
     丁目９番１３号 (医       1)　薫 平30. 4. 1
     非常勤:    1
     (医       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 4406781,122,7 おかざきこどもクリニ〒802-0981 093-965-7007医療法人　薫正会　理岡崎　覚 平25. 1. 1小   診療所
     ック 福岡県北九州市小倉南区企救丘４常　勤:    2事長　岡崎　覚 組織変更 現存
     丁目１６番６号 (医       2) 平25. 1. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 4407781,124,3 医療法人　石橋胃腸内〒803-0274 093-451-6558医療法人石橋胃腸内科石橋　龍之 平26. 1. 1内   消   放  診療所
     科医院 福岡県北九州市小倉南区長尾４－常　勤:    2医院　理事長　石橋　 組織変更 現存
     ３３－８ (医       2)龍之 平26. 1. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 4408781,125,0 あべ眼科 〒802-0974 093-965-8120医療法人あべ眼科　理安部　裕明 平26. 1. 1一般    診療所
     福岡県北九州市小倉南区徳力二丁常　勤:    1事長　安部　裕明 組織変更 眼   現存
     目２番１１号 (医       1) 平26. 1. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 4409781,126,8 岩本クリニック 〒800-0237 093-472-1281医療法人明気会　理事岩本　拓也 平26.12. 1内   外   消  診療所
     福岡県北九州市小倉南区中貫一丁常　勤:    1長　岩本　拓也 組織変更 現存
     目２０番５０号 (医       1) 平26.12. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 4410781,127,6 しもそね整形外科・骨〒800-0229 093-474-6683医療法人　花繚会　理中　敬彦 平27. 1. 1整外 リハ 診療所
     粗しょう症クリニック福岡県北九州市小倉南区曽根北町常　勤:    1事長　中　敬彦 組織変更 現存
     ２番２６号 (医       1) 平27. 1. 1
     非常勤:    2
     (医       2)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 4411781,128,4 さかもとひでひさ眼科〒800-0255 093-951-1113医療法人　Ｈ＆Ｍ　理坂本　英久 平27. 5. 1眼   診療所
     福岡県北九州市小倉南区上葛原２常　勤:    2事長　坂本　英久 組織変更 現存
     丁目１７番１６号 (医       2) 平27. 5. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 4412781,129,2 まつだ泌尿器科医院 〒800-0225 093-475-1888医療法人　まつだ泌尿松田　央一 平27. 6. 1一般 診療所
     福岡県北九州市小倉南区田原三丁常　勤:    1器科医院　理事長　松 組織変更     一般    10現存
     目１２番４３号 (医       1)田　央一 平27. 6. 1ひ   皮   内  
     非常勤:    2
     (医       2)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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 4413781,130,0 鍋島眼科医院 〒802-0832 093-962-5555鍋島　種久 鍋島　種久 平27. 9. 1眼   診療所
     福岡県北九州市小倉南区下石田１常　勤:    1 新規 現存
     丁目１－８ (医       1) 平27. 9. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 4414781,131,8 小倉セントラル病院 〒800-0241 093-473-0246医療法人　慈恵会　理林田　隆博 平28. 4. 1療養 病院
     福岡県北九州市小倉南区長野本町常　勤:    2事長　林田　隆博 組織変更     療養   108現存
     四丁目６番１号 (医       2) 平28. 4. 1内   外   消  
     非常勤:   41 こう 麻   
     (医      41)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 4415781,132,6 新北九州腎臓クリニッ〒800-0229 093-474-7200医療法人　海の弘毅会海津　嘉蔵 平28. 5. 1内   透析 診療所
     ク 福岡県北九州市小倉南区曽根北町常　勤:    2　理事長　海津　嘉藏 新規 現存
     ４番１１号 (医       2) 平28. 5. 1
     非常勤:    1
     (医       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 4416781,133,4 青木クリニック 〒802-0973 093-962-0666青木　康明 青木　康明 平28. 5. 1内   外   消  診療所
     福岡県北九州市小倉南区星和台一常　勤:    1 交代 現存
     丁目１－８－１ (医       1) 平28. 5. 1
     非常勤:    1
     (医       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 4417781,135,9 医療法人社団響会　田〒803-0186 093-451-0033医療法人社団響会　理田原　一重 平28. 9. 1一般 診療所
     原医院 北九州市小倉南区大字新道寺３９常　勤:    1事長　前田　基 交代     一般    13現存
     ７番地の１ (医       1) 平28. 9. 1内   小   
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 4418781,136,7 医療法人徳力団地診療〒802-0974 093-961-3774医療法人徳力団地診療山家　滋 平29.10.16内   小   診療所
     所 北九州市小倉南区徳力一丁目１４常　勤:    1所　理事長　山家　滋 移動 現存
     番１１号 (医       1) 平29.10.16
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 4419781,137,5 きたやま乳腺クリニッ〒802-0841 093-923-1515北山　輝彦 北山　輝彦 平29. 8. 1外   診療所
     ク 北九州市小倉南区北方２丁目１０常　勤:    1 新規 現存
     －１０ (医       1) 平29. 8. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 4420791,008,6 医療法人　ひびき会　〒803-0844 093-651-3358医療法人　ひびき会　高野　健太郎 平12. 4. 1内   循   診療所
     高野内科クリニック 福岡県北九州市小倉北区真鶴２丁常　勤:    1高野内科クリニック　 組織変更 現存
     目８番２３号 (医       1)理事長　高野　健太郎 平30. 4. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 4421791,009,4 医療法人まつもとクリ〒802-0022 093-521-8504医療法人まつもとクリ松元　透 平29. 5. 6内   小   アレ診療所
     ニック 北九州市小倉北区上富野４丁目１常　勤:    1ニック　理事長　松元 移動 他   現存
     ２番４４号 (医       1)　透 平29. 5. 6
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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 4422791,010,2 医療法人　おおごう会〒803-0844 093-581-6766医療法人おおごう会　大郷　勝三 平18.12.25内   診療所
     　大郷内科クリニック福岡県北九州市小倉北区真鶴一丁常　勤:    2理事長　大郷　勝三 移動 現存
     目４番１２号 (医       2) 平24.12.25
     非常勤:    2
     (医       2)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 4423791,012,8 医療法人飛翔会　河野〒802-0071 093-931-2200医療法人飛翔会　河野河野　通延 平12. 5. 1皮   アレ 診療所
     医院 福岡県北九州市小倉北区黄金一丁常　勤:    1医院　理事長　河野　 組織変更 休止
     目１３番８号 (医       1)通延 平18. 5. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 4424791,014,4 伊与田医院 〒802-0004 093-521-4667伊与田　修 伊与田　修 平12. 8. 1皮   ひ   診療所
     福岡県北九州市小倉北区鍛冶町１常　勤:    2 交代 現存
     丁目３－８ (医       2) 平24. 8. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 4425791,015,1 やます整形外科リウマ〒803-0814 093-583-0098医療法人宮本医院　理彌益　清文 平29. 7. 1整外 リウ 診療所
     チ科クリニック 北九州市小倉北区大手町１３番３常　勤:    1事長　彌益　清文 移動 現存
     ４号 (医       1) 平29. 7. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 4426791,017,7 すなつ松井クリニック〒802-0014 093-551-1511医療法人　すなつ松井松井　 嗣 平25. 4. 1外   胃   リハ診療所
     福岡県北九州市小倉北区砂津二丁常　勤:    2クリニック　理事長　 移動 麻   現存
     目１番３７号 (医       2)松井　博嗣 平25. 4. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 4427791,018,5 医療法人　増田クリニ〒802-0051 093-932-2666医療法人　増田クリニ増田　雄一 平13. 4. 1消   眼   外  診療所
     ック 福岡県北九州市小倉北区黒原三丁常　勤:    2ック　理事長　増田　 組織変更 現存
     目１５番２号 (医       2)雄一 平25. 4. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 4428791,020,1 大手町診療所 〒803-0814 093-592-0100公益財団法人健和会　片岡　康人 平24. 4. 1内   診療所
     福岡県北九州市小倉北区大手町１常　勤:    2理事長　三宅　昌 移動 現存
     ４－２２ (医       2) 平30. 4. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 4429791,021,9 小倉到津病院 〒803-0846 093-571-0077医療法人社団　愛信会朔　晴久 平13. 6. 1一般 病院
     福岡県北九州市小倉北区下到津５常　勤:    2　理事長　朔　晴久 組織変更     一般    53現存
     丁目１０番３１号 (医       1) 平25. 6. 1療養
     (薬       1)     療養    47
     非常勤:   27 内   呼   消  
     (医      26) 循   リハ 放  
     (薬       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 4430791,026,8 医療法人　伊藤クリニ〒802-0077 093-521-0318医療法人　伊藤クリニ伊藤　淳一 平13.12. 1内   診療所
     ック 福岡県北九州市小倉北区馬借１丁常　勤:    1ック　理事長　伊藤　 組織変更 現存
     目６番１７号－２０１号 (医       1)淳一 平25.12. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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 4431791,028,4 西田クリニック 〒803-0817 093-561-0768西田　峰勝 西田　峰勝 平14. 1. 1消   胃   外  診療所
     福岡県北九州市小倉北区田町１２常　勤:    1 新規 呼   現存
     －１９ (医       1) 平26. 1. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 4432791,030,0 キンダーラウム　ムク〒802-0006 093-521-1811向野　公味子 向野　公味子 平14. 4. 1小   精   診療所
     ノ 福岡県北九州市小倉北区魚町２－常　勤:    1 新規 現存
     ３－１１セルブビル２Ｆ (医       1) 平26. 4. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 4433791,032,6 はたけやまクリニック〒802-0064 093-383-2308藤岡　淳子 藤岡　淳子 平22. 7. 1心内 精   診療所
     福岡県北九州市小倉北区片野三丁常　勤:    1 移動 現存
     目４番１８号 (医       1) 平28. 7. 1
     非常勤:    2
     (医       2)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 4434791,034,2 ふじひら内科医院 〒802-0001 093-512-1102藤平　隆司 藤平　隆司 平14. 6. 1内   診療所
     福岡県北九州市小倉北区浅野１－常　勤:    1 新規 現存
     １－１ＪＲ小倉駅ステーションビ(医       1) 平26. 6. 1
     ル　アミュプラザ７階 非常勤:    1
     (医       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 4435791,035,9 医療法人ありどめ内科〒803-0835 093-583-0577医療法人ありどめ内科有留　秀泰 平14. 5. 1内   循   呼  診療所
     クリニック 福岡県北九州市小倉北区井堀３丁常　勤:    1クリニック　理事長　 組織変更 消   リハ 現存
     目１－１３ (医       1)有留　秀泰 平26. 5. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 4436791,037,5 うおずみクリニック 〒802-0006 093-512-0700魚住　成彦 魚住　成彦 平14. 7. 1精   神   心内診療所
     福岡県北九州市小倉北区魚町２丁常　勤:    1 新規 現存
     目１－１０ (医       1) 平26. 7. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 4437791,039,1 レディースクリニック〒802-0007 093-533-5855桑野　貴巳子 桑野　貴巳子 平14. 9. 1産婦 診療所
     くわのきみこ 福岡県北九州市小倉北区船場町４常　勤:    1 新規 現存
     －２７船場クリスタビル４Ｆ (医       1) 平26. 9. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 4438791,045,8 医療法人松木整形外科〒802-0062 093-922-0119医療法人松木整形外科松木　孝行 平15. 1. 1整外 リハ 診療所
     医院 福岡県北九州市小倉北区片野新町常　勤:    1医院　理事長　松木　 組織変更 現存
     二丁目１４番１０号 (医       1)孝行 平27. 1. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 4439791,046,6 岸本内科クリニック 〒803-0862 093-582-5900岸本　正道 岸本　正道 平15. 4. 1内   胃   消  診療所
     福岡県北九州市小倉北区今町１丁常　勤:    2 新規 放   神内 呼  現存
     目１－１６ (医       2) 平27. 4. 1循   アレ 心内
     耳い 小   リハ
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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 4440791,049,0 北九州小倉病院 〒802-0022 093-511-7381社会医療法人　北九州小田原　満 平15. 4. 7一般 病院
     福岡県北九州市小倉北区上富野３常　勤:    8病院　理事長　佐多　 交代     一般    77現存
     丁目１９番１号 (医       8)竹良 平27. 4. 7療養
     非常勤:    1     療養   120
     (医       1) 内   消   循  
     リハ 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 4441791,055,7 産科・婦人科・麻酔科〒802-0042 093-922-2020松﨑　徹 松﨑　徹 平15. 8.16一般 診療所
     　足立クリニック 福岡県北九州市小倉北区足立２丁常　勤:    2 交代     一般    19現存
     目３－３９ (医       2) 平27. 8.16産   婦   麻  
     非常勤:    1
     (医       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 4442791,057,3 天ヶ瀬クリニック 〒802-0065 093-921-3588天ケ瀬　洋正 天ケ瀬　洋正 平16. 1. 1内   消   診療所
     福岡県北九州市小倉北区三萩野１常　勤:    1 新規 現存
     丁目１２－２８セジュール三萩野(医       1) 平28. 1. 1
     ２Ｆ
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 4443791,059,9 さくらビューティクリ〒802-0006 093-522-0050医療法人アンジュ　理金光　利治 平16. 1. 1美外 形外 診療所
     ニック 福岡県北九州市小倉北区魚町２丁常　勤:    1事長　金光　利治 組織変更 現存
     目２番１９号はやみずビル４Ｆ (医       1) 平28. 1. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 4444791,061,5 やすだクリニック 〒802-0001 093-551-7737安田　弘之 安田　弘之 平16. 4. 1心内 内   診療所
     福岡県北九州市小倉北区浅野２丁常　勤:    1 新規 現存
     目１４－１小倉興産ＫＭＭビル２(医       1) 平28. 4. 1
     階
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 4445791,063,1 小倉記念病院 〒802-8555 093-511-2000一般財団法人　平成紫永田　泉 平22.12.25一般       656病院
     福岡県北九州市小倉北区浅野三丁常　勤:  153川会　理事長　永田　 移動 内   呼内 循  現存
     目２番１号 (医     148)泉 平28.12.25消   脳内 精  
     (薬       5) 皮   外   呼外
     非常勤:    7 心外 整外 脳外
     (医       7) 形外 ひ   婦  
     眼   耳い 麻  
     放   病理 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 4446791,065,6 小倉第一病院 〒803-0844 093-582-7730医療法人真鶴会　理事中村　秀敏 平16. 7. 1一般 病院
     福岡県北九州市小倉北区真鶴二丁常　勤:    5長　中村　秀敏 組織変更     一般    32療養病床
     目５－１２ (医       4) 平28. 7. 1療養 現存
     (薬       1)     療養    48
     非常勤:   11 内   リウ 循  
     (医      11) 形外 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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 4447791,066,4 松村内科医院 〒802-0064 093-931-0154松村　洋 松村　洋 平16. 8. 1内   消   小  診療所
     福岡県北九州市小倉北区片野２丁常　勤:    1 交代 現存
     目１－１４ (医       1) 平28. 8. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 4448791,067,2 大久保内科胃腸科 〒802-0053 093-931-1618大久保　明 大久保　明 平16.10. 1内   胃   診療所
     福岡県北九州市小倉北区高坊１－常　勤:    2 交代 現存
     １０－１６ (医       2) 平28.10. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 4449791,069,8 医療法人　佐藤医院 〒802-0043 093-921-3365医療法人　佐藤医院　佐藤　実 平16.12. 1整外 形外 皮  診療所
     福岡県北九州市小倉北区足原二丁常　勤:    1理事長　佐藤　実 組織変更 リハ リウ 現存
     目３番２８号 (医       1) 平28.12. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 4450791,070,6 医療法人　よしだ小児〒802-0077 093-531-7741医療法人　よしだ小児吉田　ゆかり 平17. 1. 1小   診療所
     科医院 福岡県北九州市小倉北区馬借三丁常　勤:    2科医院　理事長　吉田 組織変更 現存
     目３番３６号 (医       2)　ゆかり 平29. 1. 1
     非常勤:    1
     (医       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 4451791,071,4 山鹿クリニック 〒802-0084 093-922-8833山鹿　誠一 山鹿　誠一 平17. 3. 1脳外 診療所
     福岡県北九州市小倉北区香春口１常　勤:    1 新規 現存
     －１３－１ (医       1) 平29. 3. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 4452791,074,8 本田眼科医院 〒802-0026 093-513-0808本田　敏浩 本田　敏浩 平25. 9. 1眼   診療所
     福岡県北九州市小倉北区大畠３－常　勤:    1 移動 現存
     ２－５０ (医       1) 平25. 9. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 4453791,075,5 医療法人　もりた医院〒803-0836 093-562-0156医療法人　もりた医院守田　俊一 平17. 7. 1内   循   診療所
     福岡県北九州市小倉北区中井１丁常　勤:    1　理事長　守田　俊一 組織変更 現存
     目１５番３号 (医       1) 平29. 7. 1
     非常勤:    2
     (医       2)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 4454791,076,3 藤井内科医院 〒802-0007 093-541-0388藤井　幸藏 藤井　幸藏 平17. 8. 1内   呼   診療所
     福岡県北九州市小倉北区船場町５常　勤:    1 交代 現存
     －５船場ビル２階 (医       1) 平29. 8. 1
     非常勤:    1
     (医       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 4455791,079,7 医療法人　あすなろ内〒802-0023 093-521-0035医療法人　あすなろ内河野　重行 平17.12. 1内   消   循  診療所
     科クリニック 福岡県北九州市小倉北区下富野５常　勤:    1科クリニック　理事長 組織変更 呼内 現存
     丁目２６番２８号 (医       1)　河野　重行 平29.12. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------



 医 療 機 関 番 号  医 療 機 関 名 称 医療機関所在地 開設者氏名 備  考管理者氏名項 番
指定年月日
登録理由
指定期間始

病床数
／

診療科名

電話番号
／

勤務医数

                 コード内容別医療機関一覧表

［平成30年 6月 1日現在　医科　　　現存／休止］ 平成30年 6月 1日作成   505 頁

 4456791,081,3 医療法人　いのくち内〒802-0085 093-932-1100医療法人　いのくち内井口　信夫 平18. 1. 1内   診療所
     科クリニック 福岡県北九州市小倉北区吉野町１常　勤:    1科クリニック　理事長 組織変更 現存
     ０番地６号 (医       1)　井口　信夫 平30. 1. 1
     非常勤:    1
     (医       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 4457791,082,1 京町クリニック 〒802-0002 093-521-6730定永　雅子 定永　雅子 平18. 2. 1内   呼   放  診療所
     福岡県北九州市小倉北区京町１－常　勤:    1 新規 現存
     ５－１８　１階 (医       1) 平30. 2. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 4458791,083,9 医療法人　眠りとここ〒802-0084 093-921-4133医療法人　眠りとここ有吉　祐 平18. 1. 1精   心内 内  診療所
     ろのＹＯＵクリニック福岡県北九州市小倉北区香春口一常　勤:    1ろのＹＯＵクリニック 組織変更 耳い 現存
     丁目１３番１号 (医       1)　理事長　有吉　祐 平30. 1. 1
     非常勤:    1
     (医       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 4459791,086,2 小林外科医院 〒803-0831 093-561-6353小林　誠博 小林　誠博 平18. 4. 1外   胃   整外診療所
     福岡県北九州市小倉北区日明４丁常　勤:    1 交代 現存
     目６－２８ (医       1) 平30. 4. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 4460791,087,0 わだ整形外科・内科ク〒803-0861 093-562-8070和田　政浩 和田　政浩 平18. 5. 1整外 リハ 内  診療所
     リニック 福岡県北九州市小倉北区篠崎２丁常　勤:    1 新規 消   現存
     目４５－１１ (医       1) 平30. 5. 1
     非常勤:    1
     (医       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 4461791,088,8 三原デイケア＋クリニ〒802-0016 093-513-2565医療法人りぼん・りぼ三原　伊保子 平18. 8. 1心内 精   リハ診療所
     ック　りぼん・りぼん福岡県北九州市小倉北区宇佐町１常　勤:    2ん　理事長　三原　伊 移動 現存
     丁目９番３０号 (医       2)保子 平24. 8. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 4462791,089,6 公立大学法人　九州歯〒803-8580 093-582-1131公立大学法人　九州歯冨永　和宏 平18. 4. 1一般        60病院
     (773,857,4) 科大学附属病院 福岡県北九州市小倉北区真鶴２丁常　勤:  222科大学　理事長　西原 交代 歯   歯外 矯歯現存
     目６番１号 (医      13)　達次 平30. 4. 1小歯 内   外  
     (歯     204) 麻   
     (薬       5)
     非常勤:  359
     (歯     359)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 4463791,101,9 林田病院 〒802-0038 093-551-2481林田　信彦 林田　信彦 平18. 5. 1療養        37病院
     福岡県北九州市小倉北区神幸町２常　勤:    2 交代 胃   外   整外現存
     番３３号 (医       2) 平30. 5. 1皮   循   
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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 4464791,102,7 医療法人　中村正内科〒802-0064 093-922-0278医療法人　中村正内科中村　正 平18. 5. 1内   循   診療所
     循環器科クリニック 福岡県北九州市小倉北区片野１丁常　勤:    1循環器科クリニック　 組織変更 現存
     目１６番２１号 (医       1)理事長　中村　正 平30. 5. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 4465791,104,3 高柳かおり皮ふ科クリ〒803-0836 093-562-0121高柳　かおり 高柳　かおり 平18. 8. 1皮   診療所
     ニック 福岡県北九州市小倉北区中井４丁常　勤:    1 新規 現存
     目５－２ (医       1) 平24. 8. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 4466791,105,0 ウィメンズ・ヘルスサ〒802-0007 093-511-1200光本　正宗 光本　正宗 平18. 9. 1婦   内   ひ  診療所
     ポート　みつもとクリ福岡県北九州市小倉北区船場町３常　勤:    1 新規 現存
     ニック －５ファッションビル船場３Ｆ (医       1) 平24. 9. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 4467791,106,8 医療法人　前川リウマ〒803-0836 093-592-1212医療法人　前川リウマ前川　正幸 平18.12. 1リウ 整外 リハ診療所
     チ科整形外科クリニッ福岡県北九州市小倉北区中井４丁常　勤:    1チ科整形外科クリニッ 組織変更 現存
     ク 目５－２ (医       1)ク　理事長　前川　正 平24.12. 1
     幸
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 4468791,107,6 医療法人　おさき内科〒802-0083 093-932-1102医療法人　おさき内科尾﨑　真一 平18.12. 1内   呼   アレ診療所
     ・呼吸器科クリニック福岡県北九州市小倉北区江南町２常　勤:    1・呼吸器科クリニック 組織変更 リハ 現存
     番２６－１０１号 (医       1)　理事長　尾﨑　真一 平24.12. 1
     非常勤:    2
     (医       2)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 4469791,108,4 やの眼科医院 〒803-0828 093-583-8335矢野　統 矢野　統 平19. 2. 1眼   診療所
     福岡県北九州市小倉北区愛宕１丁常　勤:    1 新規 現存
     目５－７０ (医       1) 平25. 2. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 4470791,109,2 医療法人　勝本外科日〒802-0042 093-921-3030医療法人　勝本外科日勝本　富士夫 平19. 1. 5一般         2診療所
     帰り手術クリニック 福岡県北九州市小倉北区足立２丁常　勤:    1帰り手術クリニック　 組織変更 外   現存
     目１番１０号 (医       1)理事長　勝本　富士夫 平25. 1. 5
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 4471791,110,0 東眼科 〒802-0001 093-512-1240李　昌厚 李　昌厚 平19. 5. 1眼   診療所
     福岡県北九州市小倉北区浅野１－常　勤:    1 新規 現存
     １－１アミュプラザ７階 (医       1) 平25. 5. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 4472791,111,8 医療法人　和田整形外〒802-0002 093-551-3900医療法人　和田整形外和田　文夫 平19. 5. 1整外 リハ 診療所
     科クリニック 福岡県北九州市小倉北区京町２丁常　勤:    1科クリニック　理事長 組織変更 現存
     目７番８号 (医       1)　和田　文夫 平25. 5. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 4473791,112,6 医療法人　柏木内科医〒802-0064 093-921-7943医療法人柏木内科医院柏木　陽一郎 平19. 5. 1一般 診療所
     院 福岡県北九州市小倉北区片野２丁常　勤:    2　理事長　柏木　陽一 組織変更     一般     5現存
     目２１番１０号 (医       2)郎 平25. 5. 1内   消   リウ
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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 4474791,113,4 香春口クリニック 〒802-0084 093-932-2207越智　統也 越智　統也 平19. 6. 1内   循   診療所
     福岡県北九州市小倉北区香春口１常　勤:    1 新規 現存
     －３－５ (医       1) 平25. 6. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 4475791,114,2 医療法人　耳鼻咽喉科〒802-0084 093-923-3331医療法人　耳鼻咽喉科古野　均 平19. 6. 1耳い アレ 診療所
     ふるのクリニック 福岡県北九州市小倉北区香春口１常　勤:    1ふるのクリニック　理 組織変更 現存
     丁目１３番１号メディックス三萩(医       1)事長　古野　均 平25. 6. 1
     野２Ｆ
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 4476791,119,1 永富のりこ内科消化器〒803-0836 093-981-0558永富　式子 永富　式子 平19.12. 1内   消   診療所
     科クリニック 福岡県北九州市小倉北区中井四丁常　勤:    1 新規 現存
     目７番７３号 (医       1) 平25.12. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 4477791,122,5 産婦人科診療所マ・メ〒803-0851 093-561-4047池田　信子 池田　信子 平20. 5. 2一般 診療所
     ール 福岡県北九州市小倉北区木町２丁常　勤:    2 交代     一般     3現存
     目２－２６ (医       2) 平26. 5. 2産婦 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 4478791,123,3 医療法人悠久会　久保〒803-0845 093-653-4141医療法人悠久会　理事久保　善嗣 平20. 9. 1内   消   診療所
     内科クリニック 福岡県北九州市小倉北区上到津４常　勤:    1長　久保　善嗣 新規 現存
     －７－２７ (医       1) 平26. 9. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 4479791,124,1 おおてまちキッズクリ〒803-0814 093-562-8833佐藤　東 佐藤　東 平20.10. 1小   診療所
     ニック 福岡県北九州市小倉北区大手町１常　勤:    1 新規 現存
     ２番４号スピナガーデン大手町２(医       1) 平26.10. 1
     階
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 4480791,125,8 田中こどもクリニック〒803-0861 093-591-1011医療法人　田中こども田中　正章 平20.12. 1小   アレ 診療所
     福岡県北九州市小倉北区篠崎三丁常　勤:    1クリニック　理事長　 組織変更 現存
     目１１番５号 (医       1)田中　正章 平26.12. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 4481791,128,2 えびす子どもクリニッ〒803-0835 093-581-0333医療法人えびす子ども戎　寛 平21. 5. 1小   アレ 診療所
     ク 福岡県北九州市小倉北区井堀三丁常　勤:    1クリニック　理事長　 組織変更 現存
     目１０番６号 (医       1)戎　寛 平27. 5. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 4482791,129,0 石橋クリニック 〒802-0044 093-931-3265石橋　照三 石橋　照三 平21. 5. 1内   外   こう診療所
     福岡県北九州市小倉北区熊本３丁常　勤:    1 交代 現存
     目１４－５４ (医       1) 平27. 5. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 4483791,132,4 馬借内科クリニック 〒802-0077 093-521-7557立志　紳一郎 立志　紳一郎 平21. 8. 1内   胃   麻  診療所
     福岡県北九州市小倉北区馬借２－常　勤:    1 交代 循   現存
     ２－１０ (医       1) 平27. 8. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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 4484791,134,0 こくらアレルギークリ〒802-0003 093-513-8108藤野　時彦 藤野　時彦 平21. 9. 1アレ 小   内  診療所
     ニック 福岡県北九州市小倉北区米町２－常　勤:    1 交代 現存
     ２－１新小倉ビル２Ｆ (医       1) 平27. 9. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 4485791,135,7 しおもりクリニック 〒803-0831 093-581-3387塩盛　輝夫 塩盛　輝夫 平21.10. 1耳い アレ 診療所
     福岡県北九州市小倉北区日明２－常　勤:    1 新規 現存
     ９－３ (医       1) 平27.10. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 4486791,136,5 医療法人　古野整形外〒802-0084 093-921-2317医療法人　古野整形外古野　英典 平22. 1. 1整外 麻   リハ診療所
     科麻酔科クリニック 福岡県北九州市小倉北区香春口二常　勤:    1科麻酔科クリニック　 組織変更 現存
     丁目８番１６号 (医       1)理事長　古野　英典 平28. 1. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 4487791,137,3 ひらの整形外科クリニ〒802-0044 093-932-1770平野　薫 平野　薫 平22. 4. 1整外 リハ 診療所
     ック 福岡県北九州市小倉北区熊本町１常　勤:    1 新規 現存
     －４－６ (医       1) 平28. 4. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 4488791,138,1 ますち内科クリニック〒803-0863 093-583-5200医療法人　翠光会　理益地　久美子 平22. 5. 1内   呼   消  診療所
     福岡県北九州市小倉北区南丘１丁常　勤:    1事長　益地　久美子 組織変更 現存
     目２２－１１ (医       1) 平28. 5. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 4489791,141,5 秋吉内科小児科医院 〒802-0003 093-521-9302秋吉　信男 秋吉　信男 平22. 8.26内   小   診療所
     福岡県北九州市小倉北区米町一丁常　勤:    1 交代 現存
     目５－１０ (医       1) 平28. 8.26
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 4490791,142,3 医療法人さがら内科ク〒802-0026 093-512-5068医療法人さがら内科ク相良　昌秀 平27. 5. 1内   消   診療所
     リニック 福岡県北九州市小倉北区大畠３丁常　勤:    1リニック　理事長　相 移動 現存
     目３番５０－１号 (医       1)良　昌秀 平27. 5. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 4491791,144,9 山本内科・糖尿病内科〒802-0002 093-521-8131山本　操 山本　操 平23. 4. 1内   診療所
     福岡県北九州市小倉北区京町４－常　勤:    1 新規 現存
     ５－２２フェルト７１６ (医       1) 平29. 4. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 4492791,146,4 ひまりクリニック 〒803-0846 093-563-2111医療法人　平玄堂　理塚原　康博 平24.11. 1外   形外 美外診療所
     福岡県北九州市小倉北区下到津一常　勤:    1事長　塚原　康博 移動 皮   現存
     丁目４番１１号 (医       1) 平24.11. 1
     非常勤:    1
     (医       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 4493791,151,4 きよみず耳鼻咽喉科ク〒803-0841 093-981-0343梶原　薫子 梶原　薫子 平23.12. 1耳い アレ 診療所
     リニック 福岡県北九州市小倉北区清水２丁常　勤:    1 新規 現存
     目１１－１５ (医       1) 平29.12. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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 4494791,152,2 さだもと胃腸内科クリ〒802-0064 093-922-3535医療法人　春美会　理貞元　洋二郎 平23.12. 1内   消   診療所
     ニック 福岡県北九州市小倉北区片野三丁常　勤:    1事長　貞元　洋二郎 組織変更 現存
     目２番２号 (医       1) 平29.12. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 4495791,153,0 三村眼科医院 〒803-0818 093-561-7905医療法人三村眼科医院仙石　昭仁 平24. 1. 5一般 診療所
     福岡県北九州市小倉北区竪町二丁常　勤:    1　理事長　仙石　昭仁 組織変更     一般     7現存
     目６番１１号 (医       1) 平30. 1. 5眼   
     非常勤:    1
     (医       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 4496791,154,8 たけうちクリニック 〒802-8508 093-967-8302竹内　正信 竹内　正信 平24. 4. 1心内 精   内  診療所
     福岡県北九州市小倉北区京町３－常　勤:    1 新規 現存
     １－１ＣＯＬＥＴ／Ｉ’ｍＢ１Ｆ(医       1) 平30. 4. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 4497791,155,5 おかべアレルギークリ〒802-0077 093-531-2750医療法人　おかべアレ岡部　貴裕 平24. 4. 1アレ 小   診療所
     ニック 福岡県北九州市小倉北区馬借一丁常　勤:    1ルギークリニック　理 組織変更 現存
     目５番３号 (医       1)事長　岡部　貴裕 平30. 4. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 4498791,156,3 森クリニック 〒802-0006 093-533-1179森　俊二 森　俊二 平24. 5. 1整外 リハ 診療所
     福岡県北九州市小倉北区魚町４－常　勤:    1 新規 現存
     ３－８モナトリエ小倉平和通り１(医       1) 平30. 5. 1
     Ｆ
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 4499791,157,1 たまき腎クリニック 〒802-0064 093-922-6700医療法人　たまき腎ク玉置　清志 平24. 5. 1内   診療所
     福岡県北九州市小倉北区片野２丁常　勤:    1リニック　理事長　玉 組織変更 現存
     目２１番１１号 (医       1)置　清志 平30. 5. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 4500791,158,9 井形クリニック 〒802-0077 093-533-1988医療法人　井形クリニ井形　昌幸 平24. 6. 1精   神   内  診療所
     福岡県北九州市小倉北区馬借三丁常　勤:    1ック　理事長　井形　 組織変更 現存
     目３番３７号 (医       1)昌幸 平30. 6. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 4501791,159,7 大手町リハビリテーシ〒803-0814 093-592-1166公益財団法人　健和会増田　裕幸 平24.11. 1一般 病院
     ョン病院 福岡県北九州市小倉北区大手町１常　勤:   10　理事長　三宅　昌 移動     一般    55現存
     ４番１８号 (医      10) 平24.11. 1療養
     非常勤:    8     療養   275
     (医       8) 内   皮   リハ
     放   脳外 整外
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 4502791,160,5 医療法人　なす内科ク〒803-0814 093-562-0101医療法人　なす内科ク奈須　俊史 平25. 1. 1内   消   診療所
     リニック 福岡県北九州市小倉北区大手町１常　勤:    1リニック　理事長　奈 組織変更 現存
     ２番４号スピナガーデン大手町２(医       1)須　俊史 平25. 1. 1
     階
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------



 医 療 機 関 番 号  医 療 機 関 名 称 医療機関所在地 開設者氏名 備  考管理者氏名項 番
指定年月日
登録理由
指定期間始

病床数
／

診療科名

電話番号
／

勤務医数

                 コード内容別医療機関一覧表

［平成30年 6月 1日現在　医科　　　現存／休止］ 平成30年 6月 1日作成   510 頁

 4503791,161,3 ゆげ小児科クリニック〒803-0836 093-562-6050医療法人　ゆげ小児科弓削　哲二 平25. 1. 1小   診療所
     福岡県北九州市小倉北区中井三丁常　勤:    1クリニック　理事長　 組織変更 現存
     目１７番８号 (医       1)弓削　哲二 平25. 1. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 4504791,163,9 しらにた整形外科クリ〒802-0074 093-967-1121白仁田　厚 白仁田　厚 平25. 4. 1整外 リハ リウ診療所
     ニック 福岡県北九州市小倉北区白銀１－常　勤:    1 新規 現存
     ６－１３ (医       1) 平25. 4. 1
     非常勤:    7
     (医       7)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 4505791,164,7 なおみ＆ふじおクリニ〒803-0843 093-653-4658医療法人　賢＆レオ　藤尾　裕宣 平25. 5. 1内   小   心内診療所
     ック 福岡県北九州市小倉北区金鶏町５常　勤:    2理事長　藤尾　直美 交代 麻   他   現存
     番２２号 (医       2) 平25. 5. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 4506791,165,4 ながいクリニック 〒802-0065 093-921-6060永井　裕子 永井　裕子 平25. 7. 1内   診療所
     福岡県北九州市小倉北区三萩野１常　勤:    1 新規 現存
     －１２－２８セジュール三萩野１(医       1) 平25. 7. 1
     Ｆ 非常勤:    1
     (医       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 4507791,166,2 九州医療整形外科・内〒802-0072 093-383-8500学校法人国際学園　理小林　靖幸 平25. 7. 1整外 内   リハ診療所
     科　リハビリテーショ福岡県北九州市小倉北区東篠崎１常　勤:    1事長　水嶋　昭彦 新規 現存
     ンクリニック 丁目９－８ (医       1) 平25. 7. 1
     非常勤:    3
     (医       3)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 4508791,167,0 あまのクリニック 〒802-0072 093-967-9186医療法人天誠会　理事天野　雅義 平25. 7. 1内   外   消  診療所
     福岡県北九州市小倉北区東篠崎三常　勤:    2長　天野　雅義 組織変更 現存
     丁目５番４８号 (医       1) 平25. 7. 1
     (薬       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 4509791,169,6 清水ファミリークリニ〒802-0023 093-551-0602清水　透子 清水　透子 平25. 8. 7内   小   皮  診療所
     ック 福岡県北九州市小倉北区下富野４常　勤:    1 交代 現存
     －２１－１３ (医       1) 平25. 8. 7
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 4510791,171,2 ケーズ皮膚科　美容皮〒802-0006 093-967-0632医療法人ケーズ・アン森永　萌美 平25.11. 1皮   診療所
     膚科　小倉魚町院 福岡県北九州市小倉北区魚町一丁常　勤:    1ド・パートナーズ　理 新規 現存
     目３番５号 (医       1)事長　岩田　賢治 平25.11. 1
     非常勤:   10
     (医      10)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 4511791,172,0 小倉めんたるクリニッ〒802-0006 093-551-8086医療法人慶要会小倉め濱田　直之 平25.12. 1精   心内 診療所
     ク 福岡県北九州市小倉北区魚町二丁常　勤:    1んたるクリニック　理 組織変更 現存
     目４番１１号 (医       1)事長　濱田　直之 平25.12. 1
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 4512791,173,8 金子クリニック 〒802-0023 093-953-7002医療法人桜和会　理事金子　和裕 平26. 1. 1外   胃   消  診療所
     福岡県北九州市小倉北区下富野二常　勤:    1長　金子　和裕 組織変更 現存
     丁目１０番２９号 (医       1) 平26. 1. 1
     非常勤:    2
     (医       2)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 4513791,174,6 医療法人社団響会　香〒802-0026 093-521-7440医療法人社団響会　理香川　豊明 平26. 1. 1一般         7診療所
     川医院 福岡県北九州市小倉北区大畠二丁常　勤:    1事長　前田　基 交代 療養         5現存
     目６番４７号 (医       1) 平26. 1. 1内   麻   消  
     非常勤:    1 リハ 
     (医       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 4514791,177,9 在宅サポートながさき〒803-0844 093-562-0900医療法人ながさきクリ長﨑　修二 平26. 4. 1内   診療所
     クリニック 福岡県北九州市小倉北区真鶴一丁常　勤:    1ニック　理事長　長﨑 組織変更 現存
     目４番１１号 (医       1)　修二 平26. 4. 1
     非常勤:    1
     (医       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 4515791,180,3 小倉おなかぽんぽん内〒800-0229 093-474-0050吉田　幸治 吉田　幸治 平26.12. 1内   消   歯  診療所
     (773,703,0) 科クリニック 福岡県北九州市小倉南区曽根北町常　勤:    2 新規 現存
     ２６３３－４１ (医       1) 平26.12. 1
     (歯       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 4516791,181,1 ひわきクリニック 〒802-0001 093-511-2014医療法人　ひわき医院樋脇　一久 平27. 1. 1消   呼内 外  診療所
     福岡県北九州市小倉北区浅野２－常　勤:    2　理事長　樋脇　一久 新規 現存
     １４－６５ (医       2) 平27. 1. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 4517791,182,9 中西ゆきこ眼科医院 〒803-0844 093-562-3733医療法人　中西ゆきこ中西　幸子 平27. 1. 1眼   診療所
     福岡県北九州市小倉北区真鶴一丁常　勤:    1眼科医院　理事長　中 組織変更 現存
     目４番１号 (医       1)西　幸子 平27. 1. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 4518791,183,7 白神クリニック 〒803-0836 093-591-8000医療法人　白神クリニ白神　利明 平27. 1. 1内   外   消  診療所
     福岡県北九州市小倉北区中井二丁常　勤:    1ック　理事長　白神　 組織変更 呼内 現存
     目４番９号 (医       1)利明 平27. 1. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 4519791,184,5 松永胃腸内科外科医院〒802-0044 093-951-1135松永　浩明 松永　浩明 平27. 1.15胃   外   こう診療所
     福岡県北九州市小倉北区熊本１丁常　勤:    1 交代 リハ 現存
     目９－１０ (医       1) 平27. 1.15
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------



 医 療 機 関 番 号  医 療 機 関 名 称 医療機関所在地 開設者氏名 備  考管理者氏名項 番
指定年月日
登録理由
指定期間始

病床数
／

診療科名

電話番号
／

勤務医数

                 コード内容別医療機関一覧表

［平成30年 6月 1日現在　医科　　　現存／休止］ 平成30年 6月 1日作成   512 頁

 4520791,185,2 聖ヨハネ病院 〒803-0846 093-562-7777医療法人はるか　理事本島　由之 平27. 2. 1一般        20病院
     福岡県北九州市小倉北区下到津三常　勤:    4長　福永　源太 交代 内   リハ 他  現存
     丁目５番８号 (医       3) 平27. 2. 1
     (薬       1)
     非常勤:   61
     (医      61)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 4521791,186,0 宮本眼科 〒802-0071 093-932-5800医療法人　宮本眼科　宮本　秀久 平27. 6. 1眼   診療所
     福岡県北九州市小倉北区黄金１丁常　勤:    1理事長　宮本　秀久 組織変更 現存
     目１番７号 (医       1) 平27. 6. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 4522791,187,8 かもめ医院 〒802-0032 093-521-0500医療法人　快栄会　理田尻　鉄郎 平27.12. 1内   外   診療所
     福岡県北九州市小倉北区赤坂一丁常　勤:    1事長　田尻　鉄郎 組織変更 現存
     目８番７号 (医       1) 平27.12. 1
     非常勤:    3
     (医       3)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 4523791,188,6 荒木眼科医院 〒802-0071 093-941-5038荒木　英生 荒木　英生 平28. 2.10眼   診療所
     福岡県北九州市小倉北区黄金２－常　勤:    1 交代 現存
     ８－１０ (医       1) 平28. 2.10
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 4524791,189,4 たの眼科魚町医院 〒802-0006 093-967-0270医療法人豊光会　理事野上　公子 平28. 3. 1眼   診療所
     福岡県北九州市小倉北区魚町１丁常　勤:    1長　田野　茂樹 新規 現存
     目２番１７号 (医       1) 平28. 3. 1
     非常勤:    1
     (医       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 4525791,191,0 小倉下肢静脈瘤クリニ〒802-0001 093-511-5557坂口　尚 坂口　尚 平28. 4. 1外   診療所
     ック 福岡県北九州市小倉北区浅野２丁常　勤:    1 新規 現存
     目１４－１　ＫＭＭビル１Ｆ (医       1) 平28. 4. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 4526791,193,6 ホームクリニック小倉〒802-0063 093-967-3741医療法人　ホームクリ御厨　彰義 平28. 4. 1内   心内 精  診療所
     福岡県北九州市小倉北区若富士町常　勤:    2ニック　理事長　松永 交代 現存
     ５－１２エスポワール城野２階 (医       2)　美絵 平28. 4. 1
     非常勤:   32
     (医      32)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 4527791,194,4 大手町いまながクリニ〒803-0814 093-562-2580今永　知俊 今永　知俊 平28. 6. 1内   呼内 診療所
     ック 福岡県北九州市小倉北区大手町１常　勤:    1 新規 現存
     ３番３４号ハローパーク大手町２(医       1) 平28. 6. 1
     ０３
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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 4528791,195,1 北九州総合病院 〒802-8517 093-921-0560社会医療法人　北九州永田　直幹 平28. 5. 1一般       360総合病院
     福岡県北九州市小倉北区東城野町常　勤:   87病院　理事長　佐多　 移動 内   呼内 消  現存
     １番１号 (医      87)竹良 平28. 5. 1循   リウ 心内
     非常勤:   10 放   外   呼外
     (医      10) 胸外 整外 脳外
     形外 耳い ひ  
     産   婦   小  
     救命 麻   眼  
     皮   リハ 病理
     臨床 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 4529791,196,9 白川クリニック 〒802-0006 093-512-3610丸岡　緑里 丸岡　緑里 平28. 9. 1心内 精   診療所
     北九州市小倉北区魚町４丁目３－常　勤:    1 新規 現存
     ８モナトリエ小倉平和通り３０１(医       1) 平28. 9. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 4530791,197,7 いのうえ小児科クリニ〒803-0841 093-383-7388井上　真改 井上　真改 平28.10. 1小   診療所
     ック 北九州市小倉北区清水３丁目１－常　勤:    1 新規 現存
     ４ (医       1) 平28.10. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 4531791,199,3 とくなが小児科クリニ〒802-0052 093-932-0250医療法人德笑会　理事德永　洋一 平28.12. 1小   神内 診療所
     ック 北九州市小倉北区霧ケ丘三丁目１常　勤:    1長　德永　洋一 組織変更 現存
     ３番２２号 (医       1) 平28.12. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 4532791,200,9 森林クリニック 〒802-0052 093-932-7100医療法人森林クリニッ占部　善清 平29. 1. 1脳外 神内 皮  診療所
     北九州市小倉北区霧ケ丘二丁目９常　勤:    2ク　理事長　占部　知 交代 アレ 現存
     番３３号 (医       2)子 平29. 1. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 4533791,201,7 川田眼科医院 〒802-0062 093-932-4811医療法人清陵会　理事川田　芳里 平29. 2. 1眼   診療所
     北九州市小倉北区片野新町３丁目常　勤:    1長　小原　尚之 移動 現存
     １番１号 (医       1) 平29. 2. 1
     非常勤:    1
     (医       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 4534791,202,5 医療法人耳鼻咽喉科三〒802-0011 093-922-8822医療法人耳鼻咽喉科三三保木　隆夫 平29. 4. 1耳い 診療所
     保木医院 北九州市小倉北区重住三丁目２番常　勤:    1保木医院　理事長　三 移動 現存
     １６号 (医       1)保木　隆夫 平29. 4. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 4535791,203,3 京町眼科 〒802-0002 093-531-7924医療法人しんあい会　西山　比呂史 平29. 4. 1眼   診療所
     北九州市小倉北区京町３丁目１番常　勤:    1理事長　松尾　眞二郎 交代 現存
     １号セントシティ北九州１０階 (医       1) 平29. 4. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 4536791,205,8 きはら内科クリニック〒802-0062 093-932-8777木原　康之 木原　康之 平29. 7. 1内   消   他  診療所
     糖尿病内科 北九州市小倉北区片野新町３－１常　勤:    1 新規 現存
     －１－２０１ (医       1) 平29. 7. 1
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 4537791,206,6 肱岡整形外科医院 〒802-0062 093-981-6582医療法人肱岡整形外科肱岡　昭彦 平29.12. 1整外 診療所
     北九州市小倉北区片野新町三丁目常　勤:    1医院　理事長　肱岡　 組織変更 現存
     １番１号メディプラ城野２０５号(医       1)昭彦 平29.12. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 4538791,207,4 土倉内科循環器クリニ〒803-0845 093-571-3616土倉　潤一郎 土倉　潤一郎 平30. 1. 1一般        14診療所
     ック 北九州市小倉北区上到津２－３－常　勤:    2 交代 内   循   整外現存
     ３８ (医       2) 平30. 1. 1外   こう 他  
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 4539791,208,2 ほりたレディースクリ〒802-0002 093-513-4122医療法人ほりたレディ堀田　裕之 平30. 4. 1婦   産   診療所
     ニック 北九州市小倉北区京町三丁目１番常　勤:    1ースクリニック　理事 組織変更 現存
     １号ＣＯＬＥＴ／Ｉ’ｍ地下１階(医       1)長　堀田　裕之 平30. 4. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 4540791,209,0 米良医院 〒803-0831 093-561-4876米良　利之 米良　利之 平30. 4. 1外   消   整外診療所
     北九州市小倉北区日明２丁目２－常　勤:    2 交代 現存
     １ (医       2) 平30. 4. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 4541791,210,8 やすなが整形外科 〒803-0841 093-562-8011医療法人社団天翠会　安永　英樹 平30. 4. 1整外 リハ 診療所
     北九州市小倉北区清水３－６－１常　勤:    1理事長　松井　豊 交代 現存
     ６ (医       1) 平30. 4. 1
     非常勤:    8
     (医       8)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 4542981,989,7 九州大学病院 〒812-0054 092-641-1151国立大学法人九州大学赤司　浩一 昭53. 7. 1一般     1,182特定機能
     (983,989,1) 福岡県福岡市東区馬出３丁目１－常　勤:  515　総長　久保　千春 精神        93総合病院
     １ (医     380) 平28. 8. 1内   心内 精  現存
     (歯     135) 神内 呼   循  
     非常勤:  407 小   外   整外
     (医     317) 形外 脳外 心外
     (歯      90) 小外 皮   ひ  
     産   婦   眼  
     耳い リハ 放  
     病理 救命 麻  
     歯   矯歯 小歯
     歯外 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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 4543991,980,4 独立行政法人国立病院〒811-3113 092-943-2331独立行政法人国立病院江崎　卓弘 平元. 4. 1一般       541地域支援
     (993,980,8) 機構　福岡東医療セン福岡県古賀市千鳥１丁目１－１ 常　勤:  108機構　理事長　楠岡　 結核        38病院
     ター (医     107)英雄 平28. 4. 1一般（感染） 現存
     (歯       1)             12
     非常勤:   29 内   精   神内
     (医      26) 呼内 循   小  
     (歯       3) 外   整外 脳外
     呼外 心外 皮  
     放   救命 リハ
     歯外 麻   アレ
     病理 婦   
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 4544991,991,1 独立行政法人国立病院〒811-1347 092-541-3231独立行政法人国立病院藤　也寸志 昭53. 7. 1一般       411病院
     (993,991,5) 機構　九州がんセンタ福岡県福岡市南区野多目３丁目１常　勤:   86機構　理事長　楠岡　 内   精   呼  現存
     ー 番１号 (医      85)英雄 平29. 7. 1消   循   小  
     (歯       1) 外   整外 形外
     非常勤:   22 呼外 皮   ひ  
     (医      21) 婦   眼   耳い
     (歯       1) 気食 リハ 放  
     歯   麻   病理
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 4545991,992,9 独立行政法人国立病院〒810-0065 092-852-0700独立行政法人国立病院森田　茂樹 平 6. 7. 1一般       650総合病院
     (993,992,3) 機構　九州医療センタ福岡県福岡市中央区地行浜１丁目常　勤:  170機構　理事長　楠岡　 移動 精神        50現存
     ー ８番１号 (医     169)英雄 平24. 7. 1一般（感染）
     (歯       1)              2
     非常勤:   91 内   精   神内
     (医      82) 呼   消   循  
     (歯       9) アレ リウ 小  
     外   整外 形外
     呼外 心外 小外
     皮   ひ   産  
     婦   眼   耳い
     気食 リハ 放  
     歯   歯外 麻  
     救命 病理 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 4546991,993,7 独立行政法人国立病院〒811-1351 092-565-5534独立行政法人国立病院岩永　知秋 昭52. 7. 1一般       360病院
     (993,993,1) 機構　福岡病院 福岡県福岡市南区屋形原４丁目３常　勤:   40機構　理事長　楠岡　 内   心内 精  現存
     ９－１ (医      38)英雄 平28. 7. 1神内 呼内 循  
     (歯       1) アレ リウ 小  
     (薬       1) 外   整外 皮  
     非常勤:   18 耳い リハ 放  
     (医      17) 歯   麻   
     (歯       1)
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 4547991,996,0 独立行政法人国立病院〒837-0911 0944-58-1122独立行政法人国立病院川崎　雅之 昭53. 7. 1一般       380病院
     機構　大牟田病院 福岡県大牟田市大字橘１０４４の常　勤:   10機構　理事長　楠岡　 結核        20現存
     １ (医       6)英雄 平29. 7. 1一般
     (薬       4)     感染     2
     内   呼内 循  
     神内 外   呼外
     リウ 小   皮  
     リハ 放   麻  
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 4548991,998,6 独立行政法人国立病院〒802-0803 093-921-8881独立行政法人国立病院澄井　俊彦 昭53. 7. 1一般       350地域支援
     (993,998,0) 機構小倉医療センター福岡県北九州市小倉南区春ケ丘１常　勤:   34機構　理事長　楠岡　 精神        50総合病院
     ０番１号 (医      34)英雄 平29. 7. 1内   心内 精  現存
     非常勤:    8 呼内 消   循  
     (医       7) 小   外   小外
     (歯       1) 整外 皮   ひ  
     産   婦   眼  
     耳い 放   麻  
     歯   病理 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------


