
　◎市町村・各区保健福祉課・保健福祉センター・保健環境事務所
事業所名 住所 電話番号

大任町役場 田川郡大任町大字大行事３０６７ 0947-63-3000

嘉麻市役所 嘉麻市岩崎1180番地1 0948-42-7430

鞍手町役場 鞍手郡鞍手町大字中山３７０５ 0949-42-2111

久留米市保健所 久留米市城南町15-5 商工会館4F 0942-30-9730

古賀市役所 古賀市駅東１-１-１ 092-942-1111

筑前町役場 朝倉郡筑前町篠隈３７３ 0946-42-3111

中間市役所 中間市中間１-１-１ 093-244-1111

福岡市役所 福岡市中央区天神1丁目8番1号 092-711-4270

南筑後保健福祉環境事務所 柳川市三橋町大字今古賀8-1 0944-69-5405

　◎医療機関（医科）
医療機関名 住所 電話番号

赤間病院 宗像市石丸１－６－７ 0940-32-2206

朝倉医師会病院 朝倉市来春422-1 0946-23-0077

甘木中央病院 朝倉市甘木667 0946-22-5550

ありかわ内科クリニック 大野城市大城3丁目1番6号 092-580-8255

飯塚嘉穂病院 飯塚市太郎丸２６５ 0948-22-3740

飯塚記念病院 飯塚市鶴三緒１４５２－２ 0948-22-2316

糸島医師会病院 糸島市浦志532-1 092-322-3631

医療情報健康財団 福岡市博多区店屋町４－１５　興新ビル 092-272-2391

大牟田市立病院 大牟田市宝坂町2-19-1 0944-53-1061

おんが病院 遠賀郡遠賀町大字尾崎1725-2 093-281-2810

北九州市立八幡病院 北九州市八幡東区尾倉２丁目６番2号 093-662-6565

九州医療センター 福岡市中央区地行浜1丁目8-1 092-852-0700

九州がんセンター 福岡市南区野多目3丁目1番1号 092-541-3231

九州大学病院 福岡市東区馬出3丁目1-1 092-641-1151

九州鉄道記念病院 北九州市門司区高田2丁目1番1号 093-381-5661

九州病院 北九州市八幡西区岸の浦一丁目８番１号 093-641-5111

九州労災病院 福岡県北九州市小倉南区曽根北町１番１号 093-471-1121

門司メディカルセンター 北九州市門司区東港町3番1号 093-331-3461

神代病院 久留米市北野町中川９００番地１ 0942-78-3177

久留米総合病院 久留米市櫛原町21番地 0942-33-1211

久留米大学医療センター 久留米市国分町155-1 0942-22-6111

久留米大学病院 久留米市旭町67番地 0942-35-3311

久留米臨床薬理クリニック 久留米市旭町６７番地 久留米大学医学部Ｂ棟内 0942-35-3705

健和会大手町病院 北九州市小倉北区大手町１５番１号 093-592-5511

公立八女総合病院 八女市高塚540番地2 0943-23-4131

古賀病院21 久留米市宮ノ陣3-3-8 0942-38-3333

小倉記念病院 北九州市小倉北区浅野三丁目2番1号 093-511-2000

小西第一病院 筑紫野市石崎１－３－１ 092-923-2238

米の山病院 大牟田市歴木4-10 0944-51-3311

済生会二日市病院 筑紫野市湯町3丁目13番1号 092-923-1551

桜十字福岡病院 福岡市中央区渡辺通３－５－１１ 092-791-1100

佐田病院 福岡市中央区渡辺通2-4-28 092-781-6381

産業医科大学病院 北九州市八幡西区医生ヶ丘1番1号 093-603-1611

嶋田病院 小郡市小郡217番地1 0942-72-2236

しもむら内視鏡クリニック 福岡市南区大橋1-9-16 レンテ福岡ビル4階 092-554-5855

◆◆◆肝炎医療コーディネーター在籍施設（R2年度修了者在籍施設）◆◆◆



医療機関名 住所 電話番号

社会保険田川病院 田川市上本町10-18 0947-44-0460

昭和病院 福岡市西区大字徳永字大町911-1 092-807-8811

新古賀病院 久留米市天神町120番地 0942-38-2222

新小倉病院 北九州市小倉北区金田1丁目3番1号 093-571-1031

製鉄記念八幡病院 北九州市八幡東区春の町1丁目1番1号 093-672-3176

聖峰会マリン病院 福岡市西区小戸３丁目５５－１２ 092-883-2525

聖マリアヘルスケアセンター 久留米市津福本町448番5 0942-35-5522

田川市立病院 田川市大字糒1700番2 0947-44-2100

竹村医院 糟屋郡新宮町下府5-12-8 092-962-0846

筑後市立病院 筑後市大字和泉917番地1 0942-53-7511

千鳥橋病院 福岡市博多区千代5丁目18-1 092-641-2761

千鳥橋病院付属粕屋診療所 糟屋郡粕屋町大字仲原２５３１－１ 092-622-1890

千鳥橋病院付属大楠診療所 福岡市南区大楠一丁目１７番７号 092-531-9407

千早病院 福岡市東区千早2丁目30番1号 092-661-2211

天神総合クリニック 福岡市中央区今泉1丁目22-20-701 092-725-7117

戸畑共立病院 北九州市戸畑区沢見2丁目5-1 093-871-5421

戸畑総合病院 北九州市戸畑区福柳木1丁目3-33 093-871-2760

内藤病院 久留米市西町1169番地1 0942-32-1212

長田病院 柳川市下宮永町523-1 0944-72-3501

中友診療所 大牟田市新地町6-1 0944-53-5009

日本予防医学協会ウェルビーイング博多 福岡市博多区博多駅前3-19-5 博多石川ビル 092-472-0222

秦病院 大野城市筒井１丁目３番１号 092-501-1111

浜の町病院 福岡市中央区長浜3-3-1 092-721-0831

原三信病院 福岡市博多区大博町1番8号 092-291-3434

はるた医院 久留米市南4丁目1番18号 0942-22-8100

福岡輝栄会病院 福岡市東区千早４丁目１４－４０ 092-681-3115

福岡県済生会大牟田病院 大牟田市大字田隈８１０ 0944-53-2488

福岡県済生会福岡総合病院 福岡市中央区天神1丁目3番46号 092-771-8151

福岡健診診療所 福岡市博多区博多駅前２丁目２０－１ 大博多ビル６Ｆ 092-471-1165

福岡国際総合健診センター 福岡市中央区天神2丁目13番7号 092-712-7776

福岡山王病院 福岡市早良区百道浜３丁目６番４５号 092-832-1100

福岡歯科大学医科歯科総合病院 福岡市早良区田村2丁目15-1 092-801-0411

福岡市民病院 福岡市博多区吉塚本町13-1 092-632-1111

福岡青洲会病院 糟屋郡粕屋町長者原西四丁目１１番８号 092-939-0010

福岡赤十字病院 福岡市南区大楠3丁目1-1 092-521-1211

福岡大学筑紫病院 筑紫野市俗明院1丁目1番1号 092-921-1011

福岡大学西新病院 福岡県福岡市早良区祖原15番7号 092-831-1211

福岡大学病院 福岡市城南区七隈7丁目45番1号 092-801-1011

福岡徳洲会病院 春日市須玖北4丁目5番地 092-573-6622

福岡東医療センター 古賀市千鳥1丁目1-1 092-943-2331

福岡病院 福岡市南区屋形原４丁目３９－１ 092-565-5534

福岡労働衛生研究所 福岡市南区那の川1-11-27 092-526-1033

福岡労働衛生研究所　天神健診センター 福岡市中央区天神2丁目8番36号 天神NKビル 2F 092-406-6678

福嶋クリニック 福岡市博多区吉塚１丁目１４－２３ 092-621-8866

福西会病院 福岡市早良区野芥1丁目2番地36号 092-861-2780

丸山病院 小郡市山隈273-11 0942-73-0011

みなと内科クリニック 福岡市中央区長浜３－１１－３－２０１ 092-711-6900

宮田病院 宮若市本城１６３６ 0949-32-3000

宗像医師会病院 宗像市田熊五丁目５番３号 0940-37-1188

宗像水光会総合病院 福津市日蒔野5丁目7番地の1 0940-34-3111



医療機関名 住所 電話番号

村西内科クリニック 糟屋郡粕屋町長者原東3丁目2-30 092-938-9234

八木病院 福岡市東区馬出2丁目21番25号 092-651-0022

柳川病院 柳川市筑紫町29 0944-72-6171

柳病院 八女市吉田2-1 0943-23-2176

やまもと内科循環器科医院 筑後市上北島字七反田312-7 0942-51-1110

やよいがおか鹿毛病院 佐賀県鳥栖市弥生が丘2丁目143番地 0942-87-3150

ヨコクラ病院 みやま市高田町濃施480番地2 0944-22-5811

　◎その他
事業所名 住所 電話番号

国際医療福祉大学　福岡看護学部 福岡市早良区百道浜1-7-4 092-407-0805

社会保険労務士 えとう事務所 久留米市御井町1168-1 0942-43-6247

全国健康保険協会　福岡支部 福岡市博多区上呉服町10-1 博多三井ビルディング9階 092-283-7621
※2021.3時点の情報です。


