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連番 福岡県 会員名 郵便番号 住所 電話番号 FAX番号 ホームページ 医療圏

1 医療法人 あさひ松本病院 800-0242 福岡県北九州市小倉南区津田5-1-5 093-474-3358 093-474-3352 http://www.asahimatumoto.or.jp 北九州
2 公益財団法人小倉地区医療協会 三萩野病院 802-0065 福岡県北九州市小倉北区三萩野1-12-18 093-931-7931 093-921-9836 http://www.m-hp.or.jp/ 北九州
3 医療法人 正和中央病院 807-0856 福岡県北九州市八幡西区八枝3-13-1 093-602-1151 093-602-1156 http://www.showa-hp.or.jp/ 北九州
4 医療法人　寿芳会 芳野病院 808-0034 福岡県北九州市若松区本町2-15-6 093-751-2606 093-761-5557 http://www.yoshino-hp.com/ 北九州
5 医療法人財団はまゆう会 新王子病院 806-0057 北九州市八幡西区鉄王2丁目20-1 093-641-1239 093-631-1182 http://www.hamayuukai.or.jp/ 北九州
6 医療法人　原道会 摩利支病院 811-3436 福岡県宗像市東郷6-2-10 0940-36-4153 0940-36-4152 http://www.marishi.or.jp/ 北九州
7 医療法人　庄正会 蜂須賀病院 811-3423 福岡県宗像市野坂2650 0940-36-3636 0940-36-3672 http://www.hachisuga.jp/ 北九州
8 医療法人　聖峰会 田主丸中央病院 830-1213 福岡県久留米市田主丸町益生田892 0943-72-2460 0943-72-2769 http://www.seihoukai.or.jp/ 筑後
9 医療法人　南溟会 博愛介護医療院 839-0863 福岡県久留米市国分町223-1 0942-21-4857 0942-21-1759 http://hakuai-mltcs.com/ 筑後

10 医療法人 福田病院 831-0005 福岡県大川市大字向島1717-3 0944-87-5757 0944-87-8627 http://www.fukuda-hp.net/ 筑後
11 財団法人　大牟田医療協会 南大牟田病院 836-0094 福岡県大牟田市臼井町23-1 0944-57-2000 0944-57-2020 http://www.zaidan-omtiryo.jp/ 筑後
12 医療法人　親仁会 米の山病院 837-0924 福岡県大牟田市歴木4-10 0944-51-3311 0944-51-3340 http://www.kome-net.or.jp/ 筑後
13 医療法人　俊聖会 甘木中央病院 837-0924 福岡県朝倉市甘木667 0946-22-5550 0946-22-5666 http://www.amagichuuou-hp.jp/ 筑後
14 医療法人社団　医王会 朝倉健生病院 837-0925 福岡県朝倉市甘木151-4 0946-22-5511 0946-22-1200 http://www.a-kensei.jp/ 筑後
15 一般社団法人朝倉医師会 朝倉医師会病院 838-0069 福岡県朝倉市来春422-1 0946-23-0077 0946-23-0076 https://www.asakura-med.or.jp/hospital/ 筑後
16 医療法人社団　慶仁会 川崎病院 837-0926 福岡県八女市津江538 0943-23-3005 0943-22-7698 http://www.kawasaki-h.jp/index.html 筑後
17 独立行政法人地域医療機能推進機構 福岡ゆたか中央病院 837-0928 福岡県直方市大字感田523-5 0949-26-2311 0949-26-6748 http://www.nogata-hosp.jp/ 筑豊
18 医療法人　相生会 宮田病院 837-0929 福岡県宮若市本城1636 0949-32-3000 http://www.lta-med.com/miyata-hospital/ 筑豊
19 一般社団法人福岡県社会保険医療協会 社会保険田川病院 826-8585 福岡県田川市上本町10-18 0947-44-9102 0947-45-6540 https://www.s-tagawa-hp.tagawa.fukuoka.jp/ 筑豊
20 医療法人　相生会 福岡みらい病院 837-0930 福岡県福岡市東区香椎照葉3丁目5-1 092-662-3001 092-662-3002 http://www.fukuoka-mirai.jp/ 福岡
21 医療法人　福岡桜十字 桜十字福岡病院 837-0931 福岡県福岡市中央区渡辺通3丁目5-11 092-791-1100 092-791-1105 http://www.sj-fukuoka.or.jp 福岡
22 医療法人　ＡＧＩＨ 秋本病院 837-0932 福岡県福岡市中央区警固1-8-3 092-771-6361 092-771-9984 http://www.akimoto-hospital.jp/ 福岡
23 医療法人財団　博愛会 博愛会病院 837-0933 福岡県福岡市中央区笹丘1-28-25 092-741-3730 092-741-2627 http://www.hakuaikai.or.jp/modules/hospital/ 福岡
24 医療法人　にゅうわ会 及川病院 837-0934 福岡県福岡市中央区平尾2-21-16 092-522-5411 092-522-6244 http://www.oikawahp.net/ 福岡
25 医療法人　エンジェル会 井槌病院 837-0935 福岡県福岡市中央区薬院4-15-6 092-521-2355 092-531-5004 http://www.izuchi-hospital.gr.jp/ 福岡
26 医療法人　順和 長尾病院 837-0936 福岡県福岡市城南区樋井川3-47-1 092-541-2035 092-541-2045 http://www.nagao.or.jp/ 福岡
27 医療法人　敬天会 武田病院 814-0104 福岡市城南区別府４丁目5--8 092-822-5711 092-822-5714 http://keitenkai.sakura.ne.jp/ 福岡
28 医療法人 南川整形外科病院 837-0937 福岡県福岡市西区姪浜4-14-17 092-891-1234 092-881-0200 http://www.minamikawa-hp.com/ 福岡
29 医療法人 二田哲博クリニック 837-0938 福岡県福岡市西区姪浜駅南1丁目2－17 092-883-1188 092-883-1189 http://www.futata-cl.com/ 福岡
30 ㈱サワライズ 福岡ハートネット病院 837-0939 福岡県福岡市西区姪の浜2-2-50 092-882-0143 092-883-8761 http://www.sawara-hp.jp/ 福岡
31 医療法人　博仁会 福岡リハビリテーション病院 837-0940 福岡県福岡市西区野方７丁目770 092-812-1555 092-812-1589 http://www.frh.or.jp/ 福岡
32 社会医療法人　大成会 福岡記念病院 837-0941 福岡県福岡市早良区西新1-1-35 092-821-4731 092-821-6449 http://www.kinen.jp 福岡
33 社会医療法人　喜悦会 那珂川病院 837-0942 福岡県福岡市南区向新町2-17-17 092-565-3531 092-566-6460 http://www.nakagawa-hp.com/ 福岡
34 医療法人　同信会 福岡整形外科病院 837-0943 福岡県福岡市南区柳河内2-10-50 092-512-1581 092-553-1038 http://www.fukuokaseikei.com/ 福岡
35 医療法人　友愛会 友田病院 837-0944 福岡県福岡市博多区諸岡4-28-24 092-591-8088 092-591-8090 http://yuaikai-tomoda.or.jp/about/ 福岡
36 医療法人　相生会 新吉塚病院 837-0945 福岡県福岡市博多区吉塚7-6-29 092-621-3706 092-622-8752 http://www.lta-yoshizuka-g.jp/ 福岡
37 医療法人　誠心会 井上病院 837-0946 福岡県糸島市波多江699-1 092-322-3437 092-322-5806 http://www.sih.or.jp/ 福岡
38 医療法人　泯江堂 三野原病院 837-0947 福岡県糟屋郡篠栗町大字金出3553 092-947-0040 092-947-1011 http://www.minkodo-minohara.com/ 福岡
39 医療法人社団　三誠会 ひまわり病院 837-0948 福岡県糟屋郡粕屋町長者原東1-10-3 092-938-1311 092-939-2375 http://www.himawari.p-kit.com/ 福岡
40 医療法人　豊資会 加野病院 837-0949 福岡県粕屋郡新宮町中央駅前1-2-1 092-962-2111 092-962-2133 http://www.houshikai.or.jp/kano/ 福岡
41 医療法人 小西第一病院 837-0950 福岡県筑紫野市石崎1-3-1 092-923-2238 092-923-2345 http://www.konishidaiichi-hp.or.jp/index.html 福岡
42 社会医療法人　喜悦会 ちくし那珂川病院 837-0951 福岡県那珂川市仲2丁目8番1号 092-555-8835 http://www.c-nakagawa.or.jp/ 福岡
43 医療法人　文杏堂 杉病院 837-0952 福岡県筑紫野市二日市中央1-3-2 092-923-6666 092-923-6869 http://sugi-hospital.jp/ 福岡
43 ←福岡県会員数
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連番 大分県 会員名 郵便番号 住所 電話番号 FAX番号 ホームページ 医療圏

1 医療法人　玖寿会 高田病院 879-4403 大分県玖珠郡玖珠町帆足２５９ 0973-72-2135 0973-72-3641 西部
2 医療法人　純和会 小中病院 879-4413 大分県玖珠郡玖珠町大字塚脇123 0973-72-2167 0973-72-5199 http://website2.infomity.net/8310120/ 西部
3 医療法人社団　恵愛会 大分中村病院 870-0022 大分県大分市大手町3-2-43 097-536-5050 097-537-0164 http://www.nakamura-hosp.or.jp/ 中部
4 医療法人社団 大分記念病院 870-0854 大分県大分市羽屋9組5 097-543-5005 097-545-7216 http://www.oitamh.jp/ 中部
5 医療法人　畏敬会 井野辺病院 870-0862 大分県大分市大字中尾字平255 097-586-5522 097-586-5656 http://www.inobe.or.jp/ 中部
6 社会医療法人　三愛会 大分三愛メディカルセンター 870-1151 大分県大分市大字市1213 097-541-1311 097-586-1311 http://www.san-ai-group.org/ 中部
7 社会医療法人　関愛会 佐賀関病院 879-2201 大分県大分市大字佐賀関750-88 097-575-1172 097-575-0732 http://www.sekiaikai.jp/ 中部
8 医療法人　岡仁会 大分共立病院 870-0857 大分県大分市大字奥田30 097-543-1177 097-545-7727 http://www.kyoritsu-hospital.com/ 中部
9 医療法人　光心会 諏訪の杜病院 870-0945 大分県大分市大字津守888-6 097-567-1277 097-567-7377 http://www.k-suwanomori.com/ 中部

10 社会医療法人　敬和会 大分岡病院 870-0105 大分県大分市西鶴崎3-7-11 097-522-3131 097-522-7365 http://www.oka-hp.com/ 中部
11 社会医療法人　敬和会 大分リハビリテーション病院 870-0261 大分県大分市志村字谷ヶ迫765 097-503-5000 097-503-5888 http://www.oitatohbu-hp.net/ 中部
12 医療法人　誠医会 松山医院大分腎臓内科 870-1143 大分県大分市田尻457-1 097-541-1151 097-542-3686 http://www.matsuyama-iin.com/ 中部
13 医療法人　野口記念会 野口病院 874-0932 大分県別府市青山町７-52 0977-21-2151 0977-21-2155 http://www.noguchi-med.or.jp/ 東部
14 医療法人　博愛会 別府中央病院 874-0928 大分県別府市北的ヶ浜町5-19 0977-24-0001 0977-22-1725 http://www.fujimi.or.jp/ 東部
15 医療法人社団　仁泉会 畑病院 874-0901 大分県別府市中島町14-22 0977-21-1371 0977-26-4103 http://www.hata.or.jp/ 東部
16 医療法人　清栄会 清瀬病院 874-0932 大分県別府市野口中町4-8 0977-25-1555 097726-4050 http://kiyosehp.jp/ 東部
17 医療法人　聡明会 児玉病院 874-0025 大分県別府市亀川四の湯町5-19 0977-67-1611 0977-67-2122 http://www.kodamahp.sakura.ne.jp/ 東部
18 医療法人　別府玄々堂 別府湾腎泌尿器病院 874-0023 大分県別府市北石垣深町851 0977-66-4111 0977-67-5727 http://b-gengendo.jp/ 東部
19 医療法人　平成会 サンライズ酒井病院 879-1506 大分県速見郡日出町3156-1 0977-72-2266 0977-72-0328 https://www.heiseikai.com/ 東部
20 医療法人　長門莫記念会 長門記念病院 876-0835 大分県佐伯市鶴岡町1-11-59 0972-24-3000 0972-23-6680 http://www.nagato.or.jp/ 南部
21 医療法人　慈恵会 西田病院 876-0047 大分県佐伯市鶴岡西町2-266 0972-22-0180 0972-24-0503 http://www.nisida-med.jp/ 南部
22 社会医療法人社団 大久保病院 878-0204 大分県竹田市久住町大字栢木6026-2 0974-64-7777 0974-77-2247 http://www.okubo-hp.com/ 豊肥
23 豊後大野市立 豊後大野市民病院 879-6601 大分県豊後大野市緒方町馬場276 0974-42-3121 0974-42-3078 http://www.bungo-ohno-hp.jp/ 豊肥
24 特定医療法人　玄真堂 川嶌整形外科病院 871-0012 大分県中津市宮夫14-1 0979-24-0464 0979-24-6258 http://www.coara.or.jp/~gensin/ 北部
25 医療法人　慈仁会 酒井病院 871-0024 大分県中津市中央町1-１-43 0979-22-0192 0979-22-0321 http//www.sakai24.org 北部
26 医療法人　杏林会 村上記念病院 871-0049 大分県中津市諸町1799 0979-23-3333 0979-24-5345 https://kyorinkai.net/ 北部
27 医療法人　明徳会 佐藤第一病院 879-0454 大分県宇佐市法鏡寺77-1 0978-32-2110 0978-33-4918 http://www.sato-d1.com/ 北部 
27 ←大分県会員数

連番 熊本県 会員名 郵便番号 住所 電話番号 FAX番号 ホームページ
1 球磨郡公立 多良木病院 868-0501 熊本県球磨郡多良木町多良木4210 0966-42-2560 0966-42-6788 http://www.taragihp.jp/ 
3 社会医療法人　寿量会 熊本機能病院 861-5517 熊本県熊本市山室6-8-1 096-345-8111 096-345-8195 https://www.juryo.or.jp/
2 ←熊本県会員数

連番 佐賀県 会員名 郵便番号 住所 電話番号 FAX番号 ホームページ
1 特定医療法人　杏仁会 神野病院 840-0806 佐賀県佐賀市神園3-18-45 0952-31-1441 0952-32-3469 http://www.koono.or.jp/
2 医療法人　大和正信会 ふじおか病院 840-0201 佐賀県佐賀市大和町尼寺2685 0952-62-2200 0952-62-5399 http://www.fjok-hsp.com/
3 特定医療法人　整肢会 副島整形外科病院 843-0024 佐賀県武雄市武雄町富岡7724 0954-20-0388 0954-20-0377 http://www.soejimaseikei.or.jp/
4 医療法人　博友会 堀田病院 848-0027 佐賀県伊万里市立花町2974-5 0955-23-3224 0955-23-6960 http://www.hupital.jp
4 ←佐賀県会員数

連番 長崎県 会員名 郵便番号 住所 電話番号 FAX番号 ホームページ
1 医療法人　博愛会 哲翁病院 859-2502 長崎県南島原市口之津町甲1181 0957-86-3226 0957-86-3227 http://www.tetsuou-hp.jp/
1 ←長崎県会員数

連番 鹿児島県 会員名 郵便番号 住所 電話番号 FAX番号 ホームページ
1 医療法人　恵陽会 加治木整形外科病院 899-5221 鹿児島県姶良市加治木町港町147-2 0995-62-3711 0995-62-3713 http://www.keiyoukaikajiki.or.jp/ 
2 医療法人　慈圭会 八反丸リハビリテーション病院 892-0852 鹿児島県鹿児島市下滝尾町3-28 099-22-3111 099-226-8945 http://www.hattanmaru.jp/
2 ←鹿児島県会員数

連番 福井県 会員名 郵便番号 住所 電話番号 FAX番号 ホームページ
1 社会医療法人　寿人会 木村病院 916-0025 福井県鯖江市旭町４-４-９ 0778-51-0478 0778-52-4817 http://www.jujinkai.or.jp/kimura-hp/
1 ←福井県会員数 会員数： 80
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http://www.san-ai-group.org/
http://www.sekiaikai.jp/
http://www.kyoritsu-hospital.com/
http://www.k-suwanomori.com/
http://www.oka-hp.com/
http://www.oitatohbu-hp.net/
http://www.matsuyama-iin.com/
http://www.noguchi-med.or.jp/
http://www.fujimi.or.jp/
http://www.hata.or.jp/
http://kiyosehp.jp/
http://www.kodamahp.sakura.ne.jp/
http://b-gengendo.jp/
https://www.heiseikai.com/
http://www.nagato.or.jp/
http://www.nisida-med.jp/
http://www.okubo-hp.com/
http://www.bungo-ohno-hp.jp/
http://www.coara.or.jp/%7Egensin/
https://kyorinkai.net/
http://www.sato-d1.com/
http://www.taragihp.jp/
https://www.juryo.or.jp/
http://www.koono.or.jp/
http://www.fjok-hsp.com/
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