
　◎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

うきは市役所 うきは市吉井町新治316 0943-75-4960

粕屋町役場 糟屋郡粕屋町駕与丁1-1-1 092-938-0258

鞍手町役場 鞍手郡鞍手町大字中山3705 0949-42-2111

福岡県嘉穂・鞍手保健福祉環境事務所 飯塚市新立岩8-1 0948-23-4161

福岡市東区保健福祉センター 福岡市東区箱崎２-５４-２７ 092-645-1076

福岡市役所 福岡市中央区天神1丁目8番1号 092-711-4270

宮若市保健センター　パレット 宮若市金生1064番地1 0949-55-6000

　◎医療機関（医科）
医療機関名 住所 電話番号

朝倉医師会病院 朝倉市来春422-1 0946-23-0077

阿部医院 福岡市中央区今川1丁目2-6 092-741-7295

甘木中央病院 朝倉市甘木667 0946-22-5550

ウエルネス天神クリニック　ハイジア 福岡市中央区天神1丁目14番4号 天神平和ビル5F 092-738-3335

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

甲斐病院 柳川市筑紫町60-1 0944-73-1217

北九州健診診療所 北九州市小倉北区室町3丁目1-2 093-561-0030

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

北﨑医院 北九州市若松区白山一丁目２番２１号 093-761-4696

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

九州大学病院 福岡市東区馬出3丁目1-1 092-641-1151

九州中央病院 福岡市南区塩原３-２３-１ 092-541-4936

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

協和病院 小郡市祇園2丁目1-10 0942-72-2121

久保内科クリニック 北九州市小倉北区上到津4-7-27 093-653-4141

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

久留米中央病院 久留米市小森野2-3-8 0942-35-1000

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

くろつち福岡春日リハビリテーションクリニック 春日市星見ヶ丘2-55-20 092-596-4976

古賀病院21 久留米市宮ノ陣3-3-8 0942-38-3333

小倉医療センター 北九州市小倉南区春ヶ丘10-1 093-921-8881

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

佐々木病院 北九州市八幡西区吉祥寺町9番36号 093-617-0770

JR九州病院 北九州市門司区高田2丁目1番1号 093-381-5661

嶋田病院 小郡市小郡217番地1 0942-72-2236

新古賀クリニック 久留米市天神町106番地1 0942-35-2485

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

聖マリア病院 久留米市津福本町422番地 0942-35-3322

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

田川診療所 田川市新町11-15 0947-42-8403

筑後市立病院 筑後市大字和泉917番地1 0942-53-7511

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

◆◆◆肝炎医療コーディネーター在籍施設（H30年度修了者在籍施設）◆◆◆



医療機関名 住所 電話番号

千早病院 福岡市東区千早2丁目30番1号 092-661-2211

天神クリニック 福岡市中央区天神2-12-1天神ビル3F 092-721-3571

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

中間市立病院 中間市蓮花寺3-1-7 093-245-0981

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 092-473-0547

直方診療所 直方市大字山部字喜藤太504 0949-28-3321

白十字病院 福岡市西区石丸3丁目2-1 092-891-2511

東病院 築上郡吉富町大字広津593-1 0979-22-2219

樋口病院 春日市紅葉ヶ丘東1丁目86番地 092-572-0343

ひさとみ内科クリニック 福岡市中央区薬院4-1-12-3階 092-753-7676

福岡記念病院 福岡市早良区西新1-1-35 092-821-4731

福岡結核予防センター 福岡市中央区大名2丁目4番7号 092-761-2676

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

福岡大学病院 福岡市城南区七隈7丁目45番1号 092-801-1011

福岡中央病院 福岡市中央区薬院２丁目６－１１ 092-741-0300

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

福岡ゆたか中央病院 直方市感田523-5 0949-26-2311

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

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

豊築メディカルセンター 豊前市大字八屋1776-4 0979-82-2816

二日市徳洲会病院 筑紫野市二日市中央4-8-25 092-922-2531

松尾内科病院 福岡市西区下山門団地40番5号 092-891-5071

丸山病院 小郡市山隈273-11 0942-73-0011

三池病院 大牟田市大字三池８５５ 0944-53-4852

水戸病院 糟屋郡須惠町大字旅石115-483 092-935-3755

宮田病院 宮若市本城１６３６ 0949-32-3000

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

村上華林堂病院 福岡市西区戸切2丁目14-45 092-811-3331

メディカルフィットネス戸畑 北九州市戸畑区小芝2丁目5-1 093-871-6025

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312-7 0942-51-1110

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

介護老人保健施設 グリーンビュー希望ヶ丘 八女市吉田2221-2 0943-25-2588

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

社会保険労務士おおぎ事務所 糸島市神在181-18 092-322-6570

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

全国Ｂ型肝炎訴訟九州原告団 福岡市西区姪浜4-8-2-3階 姪浜法律事務所内 092-883-3345

ちよはら社会保険労務士事務所 飯塚市佐與1429 09496-2-4761

福岡産業保健総合支援センター 福岡市博多区博多駅南2丁目9-30 福岡県メディカルセンタービル1階 092-414-5264

福糧健康保険組合 福岡市東区松島3丁目8-11 092-624-7487

全国健康保険協会　佐賀支部 佐賀市駅南本町6-4 佐賀中央第一生命ビル2F 0952-27-0615


