
開放型登録医一覧（糟屋郡部）平成2３年8月１2日

粕屋町 院長 副院長 電話 FAX

つつみクリニック 柚須114-17-2階 堤　卓也 611-3313 611-3313
尾石内科消化器科医院 花ヶ浦2-10-10 尾石　樹泰 尾石　弥生 938-1900 938-1906
大坪医院 若宮2-9-5 大坪　哲也 大坪　庸子 938-2859 938-5964
むらつか耳鼻咽喉科クリニック 若宮2-6-1 村塚　幸穂 939-3570 938-5568
高木整形外科皮膚科医院 原町2-2-11 高木　久雄 938-2310 931-3124
おおつぼ皮膚科クリニック 若宮2-21-18 大坪　東彦 939-3532 939-3532
松尾医院 仲原1088-1 松尾　喬之 938-7330 938-7335
さくらクリニック 長者原643-1 繁永　育久 939-6008 939-6018
平田ペインクリニック 長者原380-1 平田　道彦 938-1515 938-1517
永田おさむクリニック 長者原380-1 永田　治 938-2209 938-8127
しもはし内科クリニック 内橋300-1-B 下橋　直也 938-4084 938-4087
村西内科クリニック 長者原303-1 上田　一郎 938-9234 938-9237

志免町 院長 副院長 電話 FAX

岩本クリニック 南里2-28-25 岩本　裕昭 935-8311 936-2247
満安内科医院 別府3-10-5 満安　清孝 936-7200 936-7202
南里歯科医院 南里4-11-18 南里　嶽仁 936-1111 936-1111
福田皮ふ科クリニック 志免中央3-6-11 福田　英三 936-5255 936-5255
みやふさ整形外科クリニック 志免中央2-4-1 宮房　成一 957-3031 957-3032
きのこ医院 志免3-4-10 李　龍樹 936-3798 936-3798
田原眼科医院 志免2-2-33 田原　義久 935-0112 935-0834
大川外科医院 志免4-8-1 大川　正幸 935-1600 935-3259
毛利内科循環器医院 志免3-6-16 毛利　太一 935-0595 935-9782
志免総合診療所 志免4-22-11 遠藤　豊成 937-5656 937-5666
えとう眼科クリニック 志免4-7-11 江藤　耕太郎 935-2366 957-3607
森高脳神経外科クリニック 志免4-16-1 森高　一彦 937-2214 937-2254
こば泌尿器科・皮フ科クリニック 別府北1-14-24 木場　勝司 623-0203 623-7701
ふちだ内科クリニック 別府北1-14-25 淵田　史朗 626-1123 626-1127
めぐみ内科クリニック 桜丘2-10-1 坂田　元子 931-8112 931-8113
くすだクリニック 志免中央4-7-21 楠田　三樹子 937-0408 936-9834
にい皮フ科クリニック 志免迎田1686-1 仁位　泰樹 936-4112 936-4110

篠栗町 院長 副院長 電話 FAX

やまのファミリークリニック（山野医院篠栗4857-17 山野　秀文 947-0310 947-7233
やまなみ内科・循環器科クリニック 尾仲496-2 前田　泰宏 948-5678 948-5677
木村ひふ科クリニック 尾仲510-1 木村　達 957-4129 957-4329
たかさき脳神経外科クリニック 尾仲101-2 髙崎　勝幸 931-5222 931-5588
三田医院 篠栗4771 三田　哲司 三田　佳子 947-6555 947-6566
藤産婦人科医院 篠栗4868-7 藤　伸裕 947-0358 947-1058

須恵町 院長 副院長 電話 FAX

市來医院 旅石170-143 市来　晴人 935-0165 935-2280
太田整形外科 須恵777-5 太田　一州 932-8877 932-8892
原田医院 須恵527-17 原田　源吾 933-5521 933-6305
岡医院 上須恵787-1 岡　泰正 932-0458 932-0496
貫外科胃腸科 上須恵1212-15 貫　修一郎 933-5111 934-2778
須恵中央眼科 上須恵1193-3 原田　宗明 931-1800 934-4100
須恵外科胃腸科医院 植木609-3 頼　憲章 936-2355 935-8575

宇美町 院長 副院長 電話 FAX

加来循環器科内科医院 原田1-1-4 加来　秀基 932-8870 932-8930
おがわクリニック 四王寺坂1-29-5 小川　明臣 933-0758 400-7786
神武医院 桜原2-22-1 神武　壮 932-0188 934-2438
おかべ小児科クリニック 光正寺1-1-18 岡部　康文 933-7161 933-7150
楠原医院 宇美3-2-10 楠原　智勝 932-0217 932-0217
飛嶽内科医院 宇美東2-6-10 永松　顕章 933-5500 933-5500
中川整形外科クリニック 宇美6-1-1 中川　繁幸 933-6588 933-6604
中西内科クリニック 宇美4-1-3 中西　眞之 934-0703 934-0739
たけうち皮膚科 宇美4-1-3 竹内　実 933-7040



久山町 院長 副院長 電話 FAX

志方医院 久原3512-1 志方　建 976-2858 976-2884
大国医院 久原2597-7 大国　篤史 976-0173 976-0750
宏洲(ひろしま)整形外科医院 久原3133-1 宏洲　士郎 957-5151 957-5888
宮原医院 山田1684-2 宮原　護 652-3680 652-3681
村山皮フ科クリニック 美咲2-11-7 村山　実 941-7711 941-7712

新宮町 電話 FAX

成松循環器科医院 緑ヶ浜4-5-25 成松　元治 962-0022 962-5050

開放型登録医一覧（福岡市部）平成2３年8月12日

古賀市 電話 FAX

植田脳神経外科医院 久保1095-1 植田　清隆 943-2220 943-2316

福岡市中央区 院長 副院長 電話 FAX

脇元クリニック 中央区天神2-8-49 脇元　安 751-0010 751-0119
みぞかみ外科内科クリニック 中央区荒戸2-3-30 溝上　宏明 737-7505 737-7506

福岡市博多区 院長 副院長 電話 FAX

加藤神経科クリニック 博多区千代4-21-18 加藤　裕二 加藤　朋子 651-2610 651-7146
林整形外科医院 博多区浦田1-11-15 林　廣青 503-2828 503-2841

福岡市東区 院長 副院長 電話 FAX

三好医院（形成・整形・麻酔・リハ・内東区若宮5丁目3-45 三好　謙次 三好　由紀子 682-1547 682-1291
荒川内科循環器科クリニック 東区舞松原5丁目27-25-1 荒川　雅夫 683-0333 683-0241
中村内科医院 東区舞松原1-6-18 中村　晋 中村　良介 681-7363 682-4091
安田クリニック 東区舞松原1-14-82 安田　光男 662-7100 662-7100
土器医院 東区八田2丁目21-3 土器　裕輔 691-2311 691-2313
添島内科医院 東区八田1丁目14-13 添島　國統 691-3663 691-3661
ふじの内科循環器科クリニック 東区箱崎1-38-3 藤野　正典 641-5003 631-5531
中山医院 東区土井4丁目28-10 中山　政明 691-3660 691-3680
鮎川内科 東区土井2-8-9 鮎川　楠夫 663-6633 663-6634
多々良内科循環器科医院 東区土井1丁目21-1 三岡　相啓 691-7166 691-8839
石橋整形外科 東区土井1-1-8 石橋　裕一 691-1031 691-1032

別府歯科医院 東区千早5-12-12 別府　謙次 672-6480 672-6483
石橋内科クリニック 東区多の津1丁目14-1 石橋　正義 622-2491 622-2491
おおがみ医院 東区多々良１丁目7-2 大神　延喜 663-1919 672-8490
あおばクリニック 東区青葉３丁目1-6 伊藤　端子 伊藤　新一郎 663-2037 663-2039
田辺整形外科医院 東区青葉2丁目1番16号 田辺　和孝 691-9119 691-9120
渡辺脳神経外科クリニック 東区青葉１丁目7-20 渡辺　俊典 663-2300 663-2301
矢野循環器科内科クリニック 東区千早5-15-27-2F 矢野　裕 663-5200 663-0021
はらまき内科消化器科クリニック 東区千早6-5-13 服巻　誠 681-1324 663-7816
タカハラ整形外科クリニック 東区香椎浜3-2-8 髙原　一洋 671-0008 671-0048
うだ脳神経外科クリニック 東区香椎浜3-2-6 卯田　健 672-1204 692-9104


