
医療機関リスト 福岡県

医療機関名 住所 電話番号 WEBサイト
九州大学病院 〒812-8582

福岡県福岡市東区馬出3-1-1
092-642-4231 https://www.hosp.kyushu-u.ac.jp/ (日本語)

https://www.hosp.kyushu-u.ac.jp/info/En/ (英語)

福岡赤十字病院 〒815-8555
福岡県福岡市南区大楠3丁目1番1号

092-521-1211 https://www.fukuoka-med.jrc.or.jp/ (日本語)
https://www.fukuoka-med.jrc.or.jp/english_info
(英語)

福岡記念病院 〒814-8525
福岡県福岡市早良区西新1-1-35

092-821-4731 http://www.kinen.jp/ (日本語)
http://www.kinen.jp/contents/visitor/index_en01.ht
ml (英語)

福岡山王病院 〒814-0001
福岡県福岡市早良区百道浜3-6-45

092-832-1100 http://f-sanno.kouhoukai.or.jp/ (日本語)
http://f-sanno.kouhoukai.or.jp/en (英語)
http://f-sanno.kouhoukai.or.jp/ch/index.html (中国語)

医療法人佐田厚生会佐田病院 〒810-0004
福岡県福岡市中央区渡辺通二丁目4番28号

092-781-6381 http://www.sada.or.jp (日本語)

福岡県済生会福岡総合病院 〒810-0001
福岡県福岡市中央区天神1丁目3-46

092-771-8151 http://www.saiseikai-hp.chuo.fukuoka.jp/ (日本語)
http://www.saiseikai-hp.chuo.fukuoka.jp/en (英語)

福岡大学病院 〒814-0180
福岡県福岡市城南区七隈七丁目45番1号

092-801-1011 http://www.hop.fukuoka-u.ac.jp/ (日本語)
http://www.hop.fukuoka-u.ac.jp/eng/ (英語)
http://www.hop.fukuoka-u.ac.jp/chn/ （中国語）

福岡市民病院 〒812-0046
福岡県福岡市博多区吉塚本町13-1

092-632-1111 http://www.fcho.jp/shiminhp/ (日本語)

福岡輝栄会病院 〒813-0044
福岡県福岡市東区千早4丁目14-40

092-681-3115 http://www.kieikai.ne.jp (日本語)

原三信病院 〒812-0033
福岡県福岡市博多区大博町1番8号

092-291-3434 http://www.harasanshin.or.jp (日本語)

油山病院 〒814-0171
福岡県福岡市早良区野芥5丁目6-37

092-871-2261 https://www.aburayama-hospital.com/ (日本語)

九州医療センター 〒810-8563
福岡県福岡市中央区地行浜１丁目８番１号

092-852-0700 http://www.kyumed.jp (日本語)

医療法人あおばクリニック 〒813-0025
福岡県福岡市東区青葉3-1-6

092-663-2037 http://www.f-aobaclinic.jp/ (日本語)

小田辺内科医院 〒811-1346
福岡県福岡市南区老司２丁目20-31

092-565-8311 https://byoinnavi.jp/clinic/98841 (日本語)

まつおクリニック 〒819-0373
福岡県福岡市西区周船寺1-1-33

092-807-7788 https://1112matsuo.com/ (日本語)

ブリスクリニック　形成外科・美容外科・美容皮膚科 〒810-0005
福岡県福岡市中央区清川1-9-20-３F

092-791-1441 https://bliss-clinic.com/index.html (日本語)
https://bliss-clinic.com/en/index.html (英語)

医療法人安増歯科医院 〒810-0001
福岡県福岡市中央区天神2-8-30-5F

092-791-6095 http://www.yasumasu-dental.com (日本語)
http://www.yasumasu-dental.com/index_en.html
(英語)

なかとみ歯科医院 〒812-0053
福岡県福岡市東区箱崎3丁目36-31-109

092-651-8280 https://www.nakatomi-shika.jp/ (日本語)

ファミリー歯科クリニック姪浜 〒819-0005
福岡県福岡市西区内浜1-15-6

092-882-6700 https://www.fdc.or.jp/ (日本語)

Crystal歯科医院Clinic International 〒810-0001
福岡県福岡市中央区天神4丁目6番7号天神クリスタルビル
2F

092-751-8241 https://www.cdc-intl.com/ (日本語)

歯科・林美穂医院 〒810-0041
福岡県福岡市中央区大名2-1-35-6F トライエント山崎ビル

092-736-6020 http://www.m-hayashi.jp/ (日本語)

福岡青洲会病院 〒811-2316
福岡県糟屋郡粕屋町長者原西4丁目11番8号

092-939-0010 http://www.f-seisyukai.jp (日本語)

宗像水光会総合病院 〒811-3298
福岡県福津市日蒔野5丁目7番地の１

0940-34-3111 http://www.suikokai.or.jp (日本語)

宗像医師会病院 〒811-3431
福岡県宗像市田熊五丁目5番3号

0940-37-1188 http://mmah.jp/ (日本語)

医療法人徳洲会　福岡徳洲会病院 〒816-0864
福岡県春日市須玖北4-5

092-573-6622 http://www.f-toku.jp/ (日本語)

社会福祉法人恩賜財団済生会支部
福岡県済生会二日市病院

〒818-8516
福岡県筑紫野市湯町三丁目13番1号

092-923-1551 http://www.saiseikai-futsukaichi.org/ (日本語)

朝倉健生病院 〒838-0068
福岡県朝倉市甘木151番地4

0946-22-5511 http://www.a-kensei.jp/ (日本語)

田主丸中央病院 〒839-1213
福岡県久留米市田主丸町益生田892

0943-72-1620 http://www.seihoukai.or.jp/ (日本語)

1 / 2



医療機関リスト 福岡県

医療機関名 住所 電話番号 WEBサイト
JCHO久留米総合病院 〒830-0013

福岡県久留米市櫛原町21番地
0942-33-1211 http://kurume.jcho.go.jp (日本語)

医療法人　松風海　内藤病院 〒830-0038
福岡県久留米市西町1169-1

0942-32-1212 http://www.shoufukai.or.jp/ (日本語)
http://www.shoufukai.or.jp/english/ (英語)

聖マリア病院 〒830-8543
福岡県久留米市津福本町422

0942-35-3322 http://www.st-mary-med.or.jp/ (日本語)
https://www.st-mary-
med.or.jp/pdf/information_EN.pdf (英語)

くるめ東町歯科医院 〒830-0032
福岡県久留米市東町40-13

0942-46-5050 http://kurume-prevent.com (日本語)
http://kurume-prevent.com/en (英語)

公立八女総合病院 〒834-0034
福岡県八女市高塚 540番地2

0943-23-4131 http://www.hosp-yame.jp/hospital/index.html
(日本語)

医療法人　曽我病院 〒837-0904
福岡県大牟田市吉野859

0944-58-1234 https://soga-hospital.jp/ (日本語)

嘉麻赤十字病院 〒821-0012
福岡県嘉麻市上山田1237

0948-52-0861 http://www.kama-jrc.jp (日本語)

社会保険直方病院 〒822-0024
福岡県直方市須崎町1-1

0949-22-1215 http://nogata-hp.jp/ (日本語)

社会保険田川病院 〒826-0023
福岡県田川市上本町10-18

0947-44-0460 http://www.s-tagawa-hp.tagawa.fukuoka.jp/ (日本語)

社会福祉法人恩賜財団済生会八幡総合病院支部
福岡県済生会八幡総合病院

〒806-0050
福岡県北九州市八幡東区春の町5丁目9-27

093-662-5211 http://www.yahata.saiseikai.or.jp/ (日本語)

北九州市立八幡病院 〒805-8534
福岡県北九州市八幡東区尾倉２丁目６番２号

093-662-6565 https://www.kitakyu-cho.jp/yahata/ (日本語)

杉山歯科医院 〒802-0002
福岡県北九州市小倉北区京町1-4-14

093-521-1722 https://sugiyamamasataka.com (日本語)

新行橋病院 〒824-0026
福岡県行橋市道場寺1411番地

0930-24-8899(外国語対応
不可)

http://www.shinyukuhashihospital.or.jp/ (日本語)

2 / 2
Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)

http://www.tcpdf.org

