
合計235機関

医  療  機  関  名 所        在        地 電話番号
労災指定

医 番 号

福岡中央 医療法人　和浩会　安藤病院 福岡市城南区別府1丁目2-1 ０９２－８３１－６９１１ 4000013

委託
医療法人エイ・ジイ・アイ・エイチ
秋本病院

福岡市中央区警固1丁目8-3 ０９２－７７１－６３６１ 4000072

財団法人　福岡産業衛生協会
福岡国際総合健診センター

福岡市中央区天神2丁目13-7
         福岡平和ビル２・３階

０９２－７１２-７７７６ 4000188

医療法人　光生会 かなざわクリニック 福岡市南区中尾3丁目3８番地20号 ０９２－５５１-３８８３ 4000617

医療法人  城島整形外科医院 福岡市南区野間2丁目1－6 ０９２－５５１－１１２０ 4000692

医療法人  愛風会　さく病院 福岡市博多区竹下4丁目6－25 ０９２－４７１－１１３９ 4000935

早良病院 福岡市西区姪浜2丁目2－50 ０９２－８８１－０５３６ 4000951

医療法人  佐田厚生会　佐田病院 福岡市中央区渡辺通2丁目4－28 ０９２－７８１－６３８１ 4000960

一般社団法人　あきの会
　療養介護事業所　虹の家

福岡市博多区千代1丁目15－10 ０９２－６５１－７３２５ 4001214

委託
医療法人社団  昭友会
たなかクリニック

糸島市神在1378－3 ０９２－３２２－２０３１ 4001311

医療法人　小西第一病院 筑紫野市石崎1丁目3-1 ０９２－９２３－２２３８ 4001389

社会医療法人　清州会　堤 病院 福岡市中央区清川3丁目17－11 ０９２－５３１－３１３１ 4001427

社会医療法人  喜悦会　那珂川病院 福岡市南区向新町2丁目17－17 ０９２－５６５－３５３１ 4001516

医療法人  西福岡病院 福岡市西区生の松原3丁目18－8 ０９２－８８１－１３３１ 4001672

国家公務員共済組合連合会
浜の町病院

福岡市中央区舞鶴3丁目5－27 ０９２－７２１－０８３１ 4001729

医療法人  原三信病院 福岡市博多区大博町1－8 ０９２－２９１－３１３２ 4001745

医療法人　文佑会
原 病院

大野城市白木原5丁目1－15 ０９２－５８１－１６３１ 4001770

医療法人社団  　扶洋会
秦病院

大野城市筒井1丁目3－1 ０９２－５０１－１１１１ 4001851

医療法人  大成会
福岡記念病院

福岡市早良区西新1丁目1－35 ０９２－８２１－４７３１ 4001966

委託 福岡赤十字病院 福岡市南区大楠３－１－１ ０９２－５２１－１２１１ 4002016

労災保険二次健康診断等給付指定医療機関名簿

　(　平成29年12月1日　現在　)

(＊　委託の表示があるものは心・頚部エコー等の検査が当該病院ではできず他の指定病院に当該検査を委託する病院)
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合計235機関

医  療  機  関  名 所        在        地 電話番号
労災指定

医 番 号

労災保険二次健康診断等給付指定医療機関名簿

　(　平成29年12月1日　現在　)

福岡中央
社団法人  福岡市医師会
成人病センター

福岡市早良区祖原15番7号 ０９２－８３１－１２１１ 4002041

医療法人  弘医会　福岡鳥飼病院 福岡市城南区鳥飼6丁目8－5 ０９２－８３１－６０３１ 4002059

医療法人　徳洲会
二日市徳洲会病院

筑紫野市二日市中央4丁目28-25 ０９２－９２２－２５３１ 4002504

公益社団法人  福岡医療団
千鳥橋病院

福岡市博多区千代5丁目18－1 ０９２－６４１－２７６１ 4002717

医療法人  誠心会　井上病院 糸島市大字波多江699-1 ０９２－３２２－３４３７ 4002733

委託 医療法人　野口整形外科・外科医院 福岡市南区長丘1丁目１－10 ０９２－５５１－１５７８ 4002822

委託 医療法人  山本外科医院 福岡市博多区吉塚2丁目7－27 ０９２－６２１－３２９７ 4002881

委託 山口整形外科医院 福岡市博多区那珂3丁目11－15 ０９２－４１１－３２０５ 4002890

医療法人  にゅうわ会　及川病院 福岡市中央区平尾2丁目21－16 ０９２－５２２－５４１１ 4003101

医療法人　髙宮外科内科医院 福岡市城南区樋井川6丁目15－1 ０９２－８６１－０００１ 4003110

医療法人　喜和会　喜多村クリニック 大野城市錦町4丁目3－8 ０９２－５８１－６６４０ 4003144

森本医院 福岡市西区大字田尻1539-1 ０９２－８０６－３４３４ 4003462

医療法人  誠仁会　籠田医院 福岡市博多区西春町1丁目2－16 ０９２－５０１－７５３５ 4003543

加藤田外科医院 筑紫野市杉塚3目3-6 ０９２－９２５－１８０１ 4003764

医療法人  原外科医院 大野城市白木原5丁目3－11 ０９２－５９１－２１２２ 4003772

医療法人　石西整形外科医院 福岡市早良区田村5丁目2－1 ０９２－８６３－２２１１ 4003926

医療法人　竹田胃腸科外科医院 筑紫郡那珂川町中原3丁目29 ０９２－９５３－１１２２ 4004027

医療法人社団  杏林会　林 病院 福岡市博多区千代1丁目20－18 ０９２－６５１－８５６１ 4004108

医療法人  徳洲会　福岡徳洲会病院 春日市須玖北4丁目5 ０９２－５７３－６６２２ 4004388

医療法人 　　　　ふじのクリニック
福岡市中央区天神2丁目14－8
         福岡天神センタービル5階

０９２－７７１－８９６０ 4004507

(＊　委託の表示があるものは心・頚部エコー等の検査が当該病院ではできず他の指定病院に当該検査を委託する病院)
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合計235機関

医  療  機  関  名 所        在        地 電話番号
労災指定

医 番 号

労災保険二次健康診断等給付指定医療機関名簿

　(　平成29年12月1日　現在　)

福岡中央
財団法人　結核予防会福岡県支部
　　　　　　　福岡結核予防センター

福岡市中央区大名2丁目4－7 ０９２－７６１－２５４４ 4004523

医療法人財団  博愛会
           　         博愛会病院

福岡市中央区笹丘1丁目28－25 ０９２－７４１－２６２６ 4004566

委託 小山田内科呼吸器科医院 福岡市西区今宿駅前1丁目17－5 ０９２－８０６－０１６６ 4004868

福岡大学　筑紫病院 筑紫野市俗明院１丁目１－１ ０９２－９２１－１０１１ 4004876

委託 医療法人  平井クリニック 福岡市博多区住吉5丁目12―20 ０９２－４７４－４７３３ 4004892

医療法人社団  江頭会
　            　      さくら病院

福岡市城南区南片江6丁目2-32 ０９２－８６４－１２１２ 4005210

医療法人社団  朝菊会
                　    昭和病院

福岡市西区大字徳永字大町911－1 ０９２－８０７－８８１１ 4005236

おごう外科胃腸科 福岡市城南区樋井川2丁目9－15 ０９２－８６５－２７００ 4005368

医療法人　春成会
            　  樋口病院

春日市紅葉ヶ丘東1丁目86 ０９２－５７２－０３４３ 4005902

医療法人  盛和会
          　    神代医院

福岡市早良区荒江2丁目15－10 ０９２－８２２－３５３３ 4006089

内藤胃腸科外科クリニック 福岡市城南区別府7丁目7－30 ０９２－８４５－７１１０ 4006101

医療法人  順和
             　 長尾病院

福岡市城南区樋井川3丁目47－1 ０９２－５４１－２０３６ 4006127

医療法人 豊栄会
           　  福岡豊栄会病院

福岡市西区大字田尻2703－1 ０９２－８０７－３５６７ 4006143

医療法人　博仁会
   福岡リハビリテーション病院

福岡市西区野方7丁目770 ０９２－８１２－１５５５ 4006313

医療法人財団　華林会
　 村上華林堂病院

福岡市西区戸切2丁目14-45 ０９２－８１１－３３３１ 4006488

委託
医療法人　れぐと会
   せいわ整形外科・内科医院

福岡市博多区吉塚8-1-12 ０９２－６１２－１２００ 4006526

医療法人  まことクリニック 春日市春日原東町3丁目20 ０９２－５８４－１４７０ 4006542

萱島外科胃腸科クリニック 福岡市中央区荒戸2丁目2－40 ０９２－７５１－６８８６ 4006674

医療法人  ながら医院 福岡市博多区東比恵3丁目20－1 ０９２－４１１－２３５８ 4006941

　　委託 医療法人　原クリニック 福岡市城南区梅林4丁目21－23 ０９２－８７２－７００７ 4006968

(＊　委託の表示があるものは心・頚部エコー等の検査が当該病院ではできず他の指定病院に当該検査を委託する病院)
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合計235機関

医  療  機  関  名 所        在        地 電話番号
労災指定

医 番 号

労災保険二次健康診断等給付指定医療機関名簿

　(　平成29年12月1日　現在　)

福岡中央
　　委託

池田外科医院 太宰府市五条1丁目9－60 ０９２－９２３－２０００ 4007077

財団法人  福岡労働衛生研究所
  福岡労衛研診療所

福岡市南区那の川1丁目11－27 ０９２－５２６－１０３３ 4007239

委託 杉田脳神経外科クリニック 福岡市城南区神松寺2丁目12－6 ０９２－８７４－１１７０ 4007263

医療法人　丸岡内科クリニック
福岡市博多区下臼井778－1
福岡空港第３ターミナルビル２階

０９２－６２６－１８５０ 4007280

財団法人　 医療情報健康財団
  健康財団クリニック

福岡市博多区
         上川端町14－30－201

０９２－２７２－２３９１ 4007409

あやすぎビルクリニック
福岡市中央区天神１丁目15－6
　       綾杉ビル7階

０９２－７３２－８８７３ 4007620

 国際医療福祉学院クリニック
福岡市中央区長浜1丁目3番1号 ０９２－７３９－４３２０ 4007654

千鳥橋病院
      付属新室見診療所

福岡市西区福重5丁目1－27 ０９２－８９１－３７１１ 4007727

委託 福ビルクリニック
福岡市中央区天神１丁目11-17
　       福岡ビル7階

０９２－７５２－２８５５ 4007794

畑間内科クリニック 福岡市早良区荒江2-6-11 ０９２－８４４－７６６７ 4009100

医療法人  大成会
     　  福岡中央総合健診センター

福岡市中央区今川２－１６－１６ ０９２－７３９－０１１０ 4009398

委託
医療法人　福岡桜十字
　　　　　桜十字福岡病院

福岡市中央区渡辺通３－５－１１ ０９２－７９１－１１００ 4009746

アビエスクリニック
福岡市博多区住吉1-2-25　キャナルシ
ティ博多　ビジネスセンタービル1F

０９２－２８３－１０８５ 4070313

委託 九州総合診療クリニック
福岡市博多区博多駅前３－２５－２１
博多駅前ビジネスセンタービル１F

０９２－４８２－１６００ 4070852

　
医療法人　鵬志会
　　　　　　　別府病院

太宰府市宰府１－６－２３ ０９２－９１８－５０５５ 4072081

委託
医療法人　福岡桜十字　桜十字博多
駅健診クリニックＪＲＪＰ博多ビル

福岡市博多区博多駅中央街８－１ ０９２－２６０－９９１５ 4072413

(＊　委託の表示があるものは心・頚部エコー等の検査が当該病院ではできず他の指定病院に当該検査を委託する病院)
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合計235機関

医  療  機  関  名 所        在        地 電話番号
労災指定

医 番 号

労災保険二次健康診断等給付指定医療機関名簿

　(　平成29年12月1日　現在　)

大 牟 田
医療法人　悠久会
             　 大牟田共立病院

大牟田市明治町3丁目7－5 ０９４４－５３－５４６１ 4010094

南大牟田病院 大牟田市臼井町23－1 ０９４４－５７－２０００ 4010116

医療法人  柳川滋恵会
            　  甲斐田医院

柳川市大字西浜武1073－1 ０９４４－７２－３４３５ 4010167

独立行政法人　国立病院機構
            　　　 　 　大牟田病院

大牟田市大字橘1044－１ ０９４４－５８－１１２２ 4010213

医療法人  親仁会
             　 米の山病院

大牟田市大字歴木4-10 ０９４４－５１－３３１１ 4010337

医療法人  シーエムエス　柳川すぎ病
院
             　 （前 鎌田外科病院）

柳川市三橋町高畑263－１ ０９４４－７２－７１７１ 4010396

医療法人　静光園
　　　　　　　　白川病院

大牟田市上白川町1丁目146番地 ０９４４－５３－４１７３ 4010418

医療法人　メディカルキューブ
   　　　　　　平井外科産婦人科

大牟田市明治町3丁目8－7 ０９４４－５４－３２２８ 4010558

医療法人　弘恵会
             　 ヨコクラ病院

みやま市高田町濃施480-2 ０９４４－２２－５８１１ 4010817

委託
医療法人　親仁会
            　  中友診療所

大牟田市西浜田町15－3 ０９４４－５３－５００９ 4011023

医療法人　龍外科医院 柳川市宮永町27－2 ０９４４－７２－２１００ 4011139

委託
医療法人　親仁会
            　  みさき病院

大牟田市大字岬1230 ０９４４－５４－０１１１ 4011201

委託 医療法人　　 野田萬里クリニック 大牟田市岩本2667－1 ０９４４－５０－０２０２ 4011236

医療法人　　　津留医院 柳川市大和町豊原130－9 ０９４４－７４－５０９９ 4011252

坂西内科医院 大牟田市原山町2－8 ０９４４－５２－２０２５ 4011384

医療法人  清和会
             　 長田病院

柳川市大字下宮永町523番地1 ０９４４－７２－３５０１ 4011511

(＊　委託の表示があるものは心・頚部エコー等の検査が当該病院ではできず他の指定病院に当該検査を委託する病院)
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合計235機関

医  療  機  関  名 所        在        地 電話番号
労災指定

医 番 号

労災保険二次健康診断等給付指定医療機関名簿

　(　平成29年12月1日　現在　)

久 留 米
医療法人  白髭会
    足達消化器科・整形外科医院

大川市大字榎津332-2 ０９４４－８８－２６８８ 4015011

名取医院 三井郡大刀洗町西原1 ０９４２－７７－０１２８ 4015223

医療法人  壽光会
              　蒲池医院

久留米市北野町今山129－2 ０９４２－７８－３０６５ 4015240

久留米大学病院 久留米市旭町67 ０９４２－３５－３３１１ 4015282

くまがえクリニック 久留米市田主丸町田主丸560－10 ０９４３-７２－２５２８ 4015339

医療法人社団  シマダ
                 　  嶋田病院

小郡市小郡217－1 ０９４２－７２－２２３６ 4015479

医療法人社団
　高邦会     高 木 病 院

大川市大字酒見141－11 ０９４４－８７－０００１ 4015568

独立行政法人地域医療機能推進機構
　　　　　　　　　　　　久留米総合病院

久留米市櫛原町21 ０９４２－３３－１２１１ 4015606

医療法人社団  俊聖会
                  　  甘木中央病院

朝倉市甘木667 ０９４６－２２－５５５０ 4015711

馬場医院 久留米市御井町575 ０９４２－４３－４９４１ 4015771

朝倉医師会病院 朝倉市来春422－１ ０９４６－２３－００７７ 4015878

医療法人社団  久英会
       高良台リハビリテーション病院

久留米市藤光町965－2 ０９４２－５１－３８３８ 4015959

医療法人  宮﨑クリニック 久留米市南2丁目1-9 ０９４２－２１－９４３１ 4016017

委託 田山メディカルクリニック 久留米市津福本町60-3 ０９４２－３４－００２１ 4016025

委託 医療法人  和田外科医院 朝倉市杷木池田539－1 ０９４６-６２－０６７６ 4016114

医療法人　福田病院 大川市大字向島1717－3 ０９４４－８７－５７５７ 4016319

岡村医院 三井郡大刀洗町大字高樋2499-21 ０９４２－７７－１３０７ 4016351

医療法人  かぶとやま会
   久留米リハビリテーション病院

久留米市山本町豊田1887 ０９４２－４３－８０３３ 4016483

田尻外科胃腸科医院 久留米市荒木町荒木1963－20 ０９４２－２６－６９３０ 4016491

（医社）聖風園　半井病院 久留米市高良内町4472 ０９４２－２２－１３０８ 4016572

(＊　委託の表示があるものは心・頚部エコー等の検査が当該病院ではできず他の指定病院に当該検査を委託する病院)
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合計235機関

医  療  機  関  名 所        在        地 電話番号
労災指定

医 番 号

労災保険二次健康診断等給付指定医療機関名簿

　(　平成29年12月1日　現在　)

久 留 米 医療法人惠清会　岡田医院 久留米市荒木町白口1766－11 ０９４２－２７－３３１１ 4016734

医療法人緑青会　よしはら医院 大川市大字小保177 ０９４４－８７－２７１１ 4016751

医療法人　聖峰会
　　　　　　　　田主丸中央病院

久留米市田主丸町益生田892 ０９４３-７２－２４６０ 4016807

医療法人社団  豊泉会
 　            　     丸山病院

小郡市山隈字弥八郎273－11 ０９４２－７３－００１１ 4016823

医療法人　日新会
           　   稲永病院

朝倉郡筑前町久光1264 ０９４６－２２－０２８８ 4016980

医療法人　かつき会
              　香月病院

朝倉市下浦715 ０９４６－２２－６１２１ 4016998

医療法人　せいわ会
             　 聖和記念病院

小郡市津古字半女寺1470－1 ０９４２－７５－１２３０ 4017030

医療法人　海邦会
　　　　　　　　松崎記念病院

小郡市松崎字近道18－7 ０９４２－７３－２２１２ 4017226

医療法人　オーエヌシー
　　　　　　　　岡田脳神経外科医院

久留米市太郎原町1515－1 ０９４２－４５－０２２０ 4017234

医療法人  にしごおり医院 久留米市善導寺町飯田1409－1 ０９４２－４７－０７７７ 4017293

委託
社会医療法人  天神会
            　  新古賀病院

久留米市天神町120 ０９４２－３８－２２２２ 4017528

委託 杉山診療所 朝倉市大字千手942 ０９４６－２５－００１０ 4017714

井上クリニック 久留米市本山1－7－31 ０９４２－５１－００５０ 4017731

権藤内科循環器科 小郡市小板井429-１ ０９４２－７２－３０００ 4017838

熊谷医院 久留米市田主丸町田主丸704-6 ０９４３－７２－２３１６ 4017951

社会医療法人
　　　　　　　新古賀クリニック

久留米市天神町１０６－１ ０９４２－３５－２４８５ 4018010

(＊　委託の表示があるものは心・頚部エコー等の検査が当該病院ではできず他の指定病院に当該検査を委託する病院)
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合計235機関

医  療  機  関  名 所        在        地 電話番号
労災指定

医 番 号

労災保険二次健康診断等給付指定医療機関名簿

　(　平成29年12月1日　現在　)

飯     塚 医療法人　青山医院 飯塚市高田972-1 ０９４８－２２－６３２８ 4020022

医療法人  鯰田診療所 飯塚市鯰田593 ０９４８－２２－５６４７ 4020448

委託 三笠外科医院 飯塚市中497-1 ０９４８－２２－２１１３ 4020839

委託 医療法人 　梶原内科医院 飯塚市下三緒八本松35－664 ０９４８－２３－５５６３ 4020936

医療法人　　仁正会
　　　　　　　　　鎌田病院

嘉麻市中益420－1 ０９４８－５７－３５２２ 4020979

医療法人 　 中武内科クリニック 飯塚市吉原町1－20 ０９４８－２２－１４７１ 4020987

ナワタ消化器外科医院 飯塚市横田松本334 ０９４８－２４－２３０３ 4021142

医療法人社団　親和会
　　　　　　　　　　　共立病院

飯塚市横田770－3 ０９４８－２２－０７２５ 4021231

飯塚市立病院 飯塚市弁分633－1 ０９４８－２２－２９８０ 4021789

医療法人　康和会
　柴田みえこ内科・神経内科クリニック

飯塚市鶴三緖1547-10 ０９４８－２１－００１１ 4021827

(＊　委託の表示があるものは心・頚部エコー等の検査が当該病院ではできず他の指定病院に当該検査を委託する病院)
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合計235機関

医  療  機  関  名 所        在        地 電話番号
労災指定

医 番 号

労災保険二次健康診断等給付指定医療機関名簿

　(　平成29年12月1日　現在　)

北九州西 大安部外科胃腸科医院 北九州市若松区栄盛川町4－19 ０９３－７５１－３５７２ 4025059

医療法人　寿芳会
　　　　　　　芳 野 病 院

北九州市若松区本町2丁目15－6 ０９３－７５１－２６０６ 4025229

医療法人社団  鍵山医院 北九州市八幡西区光明1丁目8－8 ０９３－６９１－２７４１ 4030265

社会福祉法人 恩賜財団済生会支部
   福岡県済生会八幡総合病院

北九州市八幡東区
            春の町5丁目9－27

０９３－６６２－５２１１ 4030397

社会医療法人  共愛会
            　 戸畑共立病院

北九州市戸畑区沢見2丁目5-1 ０９３－８７１－５４２１ 4030451

幸町外科医院 北九州市戸畑区千防3丁目6－19 ０９３－８７１－２５１８ 4030516

医療法人　　浜田病院 北九州市八幡西区黒崎3丁目8－7 ０９３－６２１－０１９８ 4030664

町立  芦屋中央病院 遠賀郡芦屋町幸町8－30 ０９３－２２２－２９３１ 4031296

医療法人
   阿部外科胃腸科医院

北九州市八幡西区
            千代ヶ崎3丁目13－24

０９３－６０２－１２２０ 4031377

こんどう胃腸科外科医院 遠賀郡岡垣町海老津駅前7-16 ０９３－２８３－０１０１ 4031512

医療法人　医和基会
戸畑総合病院

北九州市戸畑区福柳木1-3-33 ０９３－８７１－２７６０ 4031601

永田外科内科医院
北九州市八幡西区
            本城1丁目20－20

０９３－６０２－１５５５ 4031725

医療法人　広正会
              　廣澤医院

北九州市若松区
            童子丸2丁目2－23

０９３－７９１－０８６６ 4031741

医療法人　ふらて会
　　　　　　　　西野病院

北九州市八幡東区
　　　　　　山路松尾町13－27

０９３－６５３－２１２２ 4031814

医療法人  秋桜会
              　新中間病院

中間市通谷1丁目36－1 ０９３－２４５－５５０１ 4031831

医療法人　有吉クリニック 北九州市八幡西区菅原町５－１ ０９３－６４５－１３１０ 4031865

医療法人
   後藤外科胃腸科医院

北九州市八幡西区浅川2-15-20 ０９３－６９２－５１００ 4031903

委託 医療法人 　 嘉村整形外科医院 遠賀郡遠賀町今古賀649－1 ０９３－２９３－３２２１ 4031911

医療法人  　さいとう＆さめしまクリニック北九州市若松区棚田町11－13 ０９３－７５２－１３４５ 4032136

医療法人　井手消化器呼吸器外科医院
北九州市八幡東区
            中央3丁目8－28

０９３－６７１－２１５１ 4032225

(＊　委託の表示があるものは心・頚部エコー等の検査が当該病院ではできず他の指定病院に当該検査を委託する病院)
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合計235機関

医  療  機  関  名 所        在        地 電話番号
労災指定

医 番 号

労災保険二次健康診断等給付指定医療機関名簿

　(　平成29年12月1日　現在　)

北九州西
医療法人
   　　　　　さかい内科呼吸器科医院

北九州市若松区本町3丁目4－10 ０９３－７５１－２７９０ 4032241

医療法人　永眞会
   　　　　　青葉台病院

北九州市若松区
            青葉台東1丁目1－1

０９３－７４２－１６６６ 4032268

一般財団法人  九州健康総合セン
ター
　　　　　　  九健診療所

北九州市八幡東区平野１丁目１１－1０９３－６７２－６０５０ 4032322

委託
財団法人  西日本産業衛生会
         北九州産業衛生診療所

北九州市八幡東区山王1－11－1 ０９３－６７１－８１１０ 4032420

社会医療法人財団  池友会
              福岡新水巻病院

遠賀郡水巻町立屋敷1丁目2-1 ０９３－２０３－２２２０ 4032641

信幸会　　かわのクリニック 北九州市八幡西区八枝3丁目11-7 ０９３－６９２－００８８ 4032721

一般社団法人遠賀中間医師会
　　遠賀中間医師会おんが病院

遠賀郡遠賀町大字尾崎１７２５－２ ０９３－２８１－３８１０ 4033027

一般社団法人 日本健康倶楽部
　　　　　　　北九州支部診療所

北九州市戸畑区中原西3丁目3-16 ０９３－６１６－９０１２ 4033183

(＊　委託の表示があるものは心・頚部エコー等の検査が当該病院ではできず他の指定病院に当該検査を委託する病院)
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合計235機関

医  療  機  関  名 所        在        地 電話番号
労災指定

医 番 号

労災保険二次健康診断等給付指定医療機関名簿

　(　平成29年12月1日　現在　)

北九州東
財団法人　平成紫川会
   　　社会保険　小倉記念病院

北九州市小倉北区浅野3丁目2－1 ０９３－５１１－２０００ 4035241

公益財団法人　小倉地区医療協会
          　    三萩野病院

北九州市小倉北区
            三萩野1丁目12－18

０９３－９３１－７９３１ 4035607

特定医療法人  北九州病院
              　北九州総合病院

北九州市小倉北区
            東城野町１番１号

０９３－９２１－０５６０ 4036069

国家公務員共済組合連合会
　　　　　　　　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 4036093

医療法人慈恵会
小倉セントラル病院

北九州市小倉南区
            長野本町4丁目6－1

０９３－４７３－０２４６ 4036212

公益財団法人
　　健和会　大手町病院

北九州市小倉北区大手町15－1 ０９３－５９２－５５１１ 4036221

原田医院 北九州市小倉南区北方4丁目1－5 ０９３－９３１－０８９６ 4036531

医療法人 貞元内科医院
北九州市小倉北区
            馬借1丁目10番8号

０９３－５５１－０８１１ 4036697

独立行政法人労働者健康安全機構
九州労災病院

北九州市小倉南区曽根北町1-1 ０９３－４７１－１１２１ 4090021

(＊　委託の表示があるものは心・頚部エコー等の検査が当該病院ではできず他の指定病院に当該検査を委託する病院)
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合計235機関

医  療  機  関  名 所        在        地 電話番号
労災指定

医 番 号

労災保険二次健康診断等給付指定医療機関名簿

　(　平成29年12月1日　現在　)

門     司
社会医療法人財団  池友会
                新小文字病院

北九州市門司区 大里新町2-5 ０９３－３９１－１００１ 4036115

独立行政法人労働者健康安全機構
九州労災病院　門司メディカルセンター

北九州市門司区東港町3-1 ０９３－３３１－３４６１ 4090012

(＊　委託の表示があるものは心・頚部エコー等の検査が当該病院ではできず他の指定病院に当該検査を委託する病院)
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合計235機関

医  療  機  関  名 所        在        地 電話番号
労災指定

医 番 号

労災保険二次健康診断等給付指定医療機関名簿

　(　平成29年12月1日　現在　)

田     川 福智町立コスモス診療所 田川郡福智町赤池970－1 ０９４７－２８－２０８３ 4045017

田川市立病院 田川市大字糒1700－2 ０９４７－４４－２１００ 4045246

福智町立方城診療所 田川郡福智町弁城2239－10 ０９４７－２２－０２４２ 4045386

医療法人  療仕会
             　 松本病院

田川郡川崎町大字川崎1681－1 ０９４７－７３－２１３８ 4045394

庄野医院 田川郡糸田町1862－14 ０９４７－２６－２４３９ 4045564

社会福祉法人　柏芳会
　　　　　　　　田川新生病院

田川市夏吉3638番地 ０９４７－４４－０６９０ 4045688

(＊　委託の表示があるものは心・頚部エコー等の検査が当該病院ではできず他の指定病院に当該検査を委託する病院)
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合計235機関

医  療  機  関  名 所        在        地 電話番号
労災指定

医 番 号

労災保険二次健康診断等給付指定医療機関名簿

　(　平成29年12月1日　現在　)

直     方 小竹町立病院 鞍手郡小竹町大字勝野1191 ０９４９－６２－０２８２ 4050177

委託
医療法人
         菅井眼科麻酔科医院

宮若市宮田4839－2 ０９４９－３２－０３２２ 4050207

医療法人　下川医院 宮若市鶴田1794－212 ０９４９－３２－００７３ 4050401

医療法人  安倍病院 宮若市長井鶴250－3 ０９４９－３２－００８０ 4050444

医療法人  相生会
             　 宮田病院

宮若市本城1636 ０９４９－３２－３０００ 4050509

委託 医療法人  梅谷外科胃腸科医院 鞍手郡鞍手町大字中山2262－3 ０９４９－４２－３３７７ 4050550

医療法人　ことぶき会
　　　　　　　　川波医院

直方市津田町11－32 ０９４９－２２－０２５２ 4050649

医療法人
       伊東内科循環器科医院

直方市新知町４７１－２ ０９４９－２４－４１８８ 4050673

(＊　委託の表示があるものは心・頚部エコー等の検査が当該病院ではできず他の指定病院に当該検査を委託する病院)
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合計235機関

医  療  機  関  名 所        在        地 電話番号
労災指定

医 番 号

労災保険二次健康診断等給付指定医療機関名簿

　(　平成29年12月1日　現在　)

行     橋 織田医院 築上郡築上町大字築城1195 ０９３０－５２－３４８１ 4055071

医療法人　　片山医院
築上郡築上町安武183 ０９３０－５２－０５０５ 4055101

医療法人　起生会
           　   大原病院

行橋市宮市町2－5 ０９３０－２３－２３４５ 4055136

医療法人　　八屋第一診療所 豊前市大字八屋2581 ０９７９－８２－２５０２ 4055241

西頭医院 京都郡苅田町尾倉438-5 ０９３－４３４－１０７０ 4055390

社会医療法人財団池友会
　　　　　　　　新行橋病院

行橋市道場寺1411 ０９３０－２４－８８９９ 4055519

社会医療法人　　陽明会
　　　　　　　　小波瀬病院

京都郡苅田町大字新津1598 ０９３０－２４－５２１１ 4055578

(＊　委託の表示があるものは心・頚部エコー等の検査が当該病院ではできず他の指定病院に当該検査を委託する病院)
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合計235機関

医  療  機  関  名 所        在        地 電話番号
労災指定

医 番 号

労災保険二次健康診断等給付指定医療機関名簿

　(　平成29年12月1日　現在　)

八     女 佐藤外科医院 筑後市羽犬塚558－5 ０９４２－５３－３５８９ 4060172

地方独立行政法人
　　　　　　　筑後市立病院

筑後市大字和泉917-1 ０９４２－５３－７５１１ 4060199

公立八女総合病院企業団
　　　　　　　公立八女総合病院

八女市高塚５４０-２ ０９４３－２３－４１３１ 4060342

医療法人  柳育会　柳 病院 八女市吉田2-1 ０９４３－２３－２１７６ 4060407

医療法人　繁桜会　馬場病院 八女郡広川町大字新代1389－409 ０９４３－３２－３５１１ 4060482

胃腸科・外科　大内医院 八女市酒井田279－4 ０９４３－２４－１３９８ 4060555

医療法人　泰久会　横田病院 八女郡広川町大字新代1428－94 ０９４３－３２－１１１５ 4060598

医療法人  柳育会　八女リハビリ病院 八女市吉田2220－1 ０９４３－２３－７２７２ 4060628

医療法人　　翔山会
   　　　やまもと内科循環器科医院

筑後市上北島312-7 ０９４２－５１－１１１０ 4060768

(＊　委託の表示があるものは心・頚部エコー等の検査が当該病院ではできず他の指定病院に当該検査を委託する病院)
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合計235機関

医  療  機  関  名 所        在        地 電話番号
労災指定

医 番 号

労災保険二次健康診断等給付指定医療機関名簿

　(　平成29年12月1日　現在　)

福 岡 東
委託

医療法人  井本クリニック 福岡市東区原田1丁目41－15 ０９２－６２１－３４５５ 4000234

医療法人　済世会
             　 河野病院

糟屋郡篠栗町大字尾仲139 ０９２－９４７－０６１１ 4000609

社会医療法人  栄光会
                   　 栄光病院

糟屋郡志免町別府西3-8-15 ０９２－９３５－０１４７ 4000650

医療法人社団　三誠会
           　　　　　 ひまわり病院

糟屋郡粕屋町長者原東1-10-3 ０９２－９３８－１３１１ 4000803

医療法人　井上会
             　 篠栗病院

糟屋郡篠栗町大字尾仲94 ０９２－９４７－０７１１ 4001044

医療法人社団　水光会
宗像水光会　　総合病院

福津市上西郷341－1 ０９４０－３４－３１１１ 4001419

医療法人  八木厚生会
             　 八木病院

福岡市東区馬出2丁目21－25 ０９２－６５１－００２２ 4002393

福岡山田病院　 福岡市東区箱崎3丁目9-26 ０９２－６４１－１１００ 4002431

崎村医院 宗像市大字東郷1168－1 ０９４０－３２－４１５１ 4003004

委託 医療法人　中島外科医院 福津市宮司浜3丁目26-31 ０９４０－５２－１３００ 4003063

独立行政法人  国立病院機構
              福岡東医療センター

古賀市千鳥1丁目1－1 ０９２－９４３－２３３１ 4003446

委託 永野外科・胃腸科医院 福岡市東区高美台2丁目4－27 ０９２－６０７－３２６１ 4003683

委託 医療法人  林外科医院 宗像市田久4丁目15-12 ０９４０－３３－５５７７ 4004191

医療法人  輝栄会
           福岡輝栄会病院

福岡市東区千早5丁目11－5 ０９２－６８１－３１１５ 4004558

委託 医療法人社団  かもりクリニック 福岡市東区舞松原1丁目11－11 ０９２－６６１－３３１１ 4004884

一般財団法人  西日本産業衛生会
             　 若杉病院

糟屋郡篠栗町大字田中275 ０９２－９４７－０５１１ 4004922

社団法人    宗像医師会病院 宗像市田熊5丁目5-3 ０９４０－３７－１１８８ 4005058

社会医療法人財団　池友会
　　　　　　　福岡和白病院

福岡市東区和白丘2丁目2-75 ０９２－６０８－０００１ 4005317

社会医療法人  原土井病院 福岡市東区青葉6丁目40－8 ０９２－６９１－３８８１ 4005767

社会医療法人  青洲会
            　  福岡青洲会病院

糟屋郡粕屋町長者原西4-11-8 ０９２－９３９－００１０ 4006348

(＊　委託の表示があるものは心・頚部エコー等の検査が当該病院ではできず他の指定病院に当該検査を委託する病院)
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合計235機関

医  療  機  関  名 所        在        地 電話番号
労災指定

医 番 号

労災保険二次健康診断等給付指定医療機関名簿

　(　平成29年12月1日　現在　)

福 岡 東
医療法人　福間諏訪クリニック 福津市中央6丁目19－1 ０９４０－４３－８８０８ 4006771

医療法人　みなみ
　　　　　　　　粕屋南病院

糟屋郡宇美町大字宇美10－87 ０９２－９３３－７１７１ 4007026

社会医療法人  青洲会
           　   青洲会クリニック

糟屋郡志免町志免4丁目１－７ ０９２－９３７－０４２２ 4007140

医療法人　松崎クリニック 福岡市東区松崎2丁目22－6 ０９２－６７２－１７００ 4007166

委託
医療法人  済世会
            　  河野粕屋病院

糟屋郡宇美町大字宇美10－2 ０９２－９３２－７３００ 4007182

委託 医療法人　江 森 医 院 福岡市東区城浜団地8－2 ０９２－６６１－２５２５ 4007611

一般社団法人　日本健康倶楽部
　　　　　　　　　　　　福岡支部診療所

福岡市東区松島3丁目29-18 ０９２－６２３－１７４０ 4009886

委託
医療法人社団　正信会
　　　　　　　　　　水戸病院

糟屋郡須惠町大字旅石１１５－４８３ ０９２－９３５－３７５５ 4071123

(＊　委託の表示があるものは心・頚部エコー等の検査が当該病院ではできず他の指定病院に当該検査を委託する病院)
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