
令和３年5月1日現在

医療機関名 電話番号 住所

合川 合川さかもと内科 ０９４２－４１－８５８５ 合川町４３２－１

田中医院 ０９４２－４３－６１７１ 合川町１２６４

荒木 岡田医院 ０９４２－２７－３３１１ 荒木町白口１７６６－１１

岡部医院 ０９４２－２７－０１８５ 荒木町荒木１３１８

亀尾医院 ０９４２－２６－５１５１ 荒木町荒木１９５０－１

田尻外科胃腸科医院 ０９４２－２６－６９３０ 荒木町荒木１９６３－２０

久留米南病院（旧：南陵病院） ０９４２－２６－０１００ 荒木町下荒木１６１６

松枝医院 ０９４２－２６－１４５３ 荒木町下荒木９－１

梅満 重冨外科医院 ０９４２－３２－０７０７ 梅満町１２５８－３

ファミリークリニック陽なた ０９４２－３６－５０５０ 梅満町１２５３－１

俣野内科医院 ０９４２－３２－５７１０ 梅満町１２９６

やまもとハートクリニック ０９４２－４８－５５６０ 梅満町１０６１－５

大石 加茂内科医院 ０９４２－３５－２６０９ 大石町３４４－１

大手 大手町クリニック ０９４２－３１－００７７ 大手町５－１３

大橋 平塚医院 ０９４２－４７－００１８ 大橋町常持２２８－２

上津 あさひクリニック ０９４２－６５－３０２７ 上津町１０５－９

いわい内科胃腸科医院 ０９４２－２２－０１２３ 上津１－６－１１

おかむら医院 ０９４２－２２－０９５５ 上津町２４８９

まつもと医院 ０９４２－２２－８１８１ 上津１－１０－２６

き 北野 石田医院 ０９４２－７８－３２９５ 北野町中３２８６－２

大城診療所 ０９４２－７８－２１１７ 北野町乙吉２

神代病院 ０９４２－７８－３１７７ 北野町中川900-1

蒲池医院 ０９４２－７８－３０６５ 北野町今山１２９－２

田中内科医院 ０９４２－７８－４１５６ 北野町今山６３９－５

田中まさはるクリニック ０９４２－４１－３５３５ 北野町今山５１６－１

京 草場胃腸医院 ０９４２－３４－２１０２ 京町８７－３

田中循環器科内科医院 ０９４２－３５－７３７８ 京町３３３
く 草野 井星医院 ０９４２－４７－００７２ 草野町草野４５０

久留米総合病院
（旧：久留米第一病院）

０９４２－３３－１２１１ 櫛原町２１

竹内クリニック ０９４２－３１－７０７０ 櫛原町１２８－６

高良内 つむらファミリークリニック ０９４２－４３－９７２０ 高良内町２９７６

半井病院 ０９４２－２２－１３０８ 高良内町４４７２

渡辺医院 ０９４２－４３－８５７０ 高良内町４９８－５

国分 いのくち医院 ０９４２－２１－４６６２ 国分町１５１７－４

久留米大学医療センター ０９４２－２２－６１１１ 国分町１５５－１

竹田津医院 ０９４２－２１－３７２０ 国分町７４４－３

田中内科胃腸科医院 ０９４２－２１－６３６１ 国分町５７０－３

ツジ胃腸内科医院 ０９４２－２１－１５８２ 国分町１１６３－１

原田内科医院 ０９４２－２２－１１５１ 国分町７７５

薬師寺内科医院 ０９４２－２１－２６８３ 国分町１２９９－１７

小森野 久留米中央病院 ０９４２－３５－１０００ 小森野２－３－８

星野医院 ０９４２－３９－０５００ 小森野４－９－１５
し 荘島 緒方胃腸科医院 ０９４２－３４－８３１１ 荘島町１６－６

城島 池田クリニック ０９４２－６２－３１００ 城島町楢津１４１２－５

富田病院 ０９４２－６２－３１２１ 城島町四郎丸２６１

原口医院 ０９４２－６２－３３２９ 城島町城島３３－２

萬年内科 ０９４２－６２－４１６１ 城島町江上上１８４

寺崎医院 ０９４２－６２－３３３６ 城島町城島２５２－２

誠一会　上野医院 ０９４２－６２－３１５６ 城島町城島３８－１

城南 本間内科循環器内科 ０９４２－３３－３４２１ 城南町１４－３

迎甲状腺クリニック ０９４２－５０－５０２５ 城南町８－２４  ｽﾃｰｼｮﾝﾋﾞﾙⅡ１Ｆ

新合川 くるめ病院 ０９４２－４３－５７５７ 新合川２－２－１８

癒しの森内科クリニック ０９４２－６５－６０１０ 新合川１－３－３０

諏訪野 小川内科医院 ０９４２－３５－６６１１ 諏訪野町２３２０－１

むたほとめきクリニック ０９４２－４６－０９０９ 諏訪野町２３６３－１

青峰 たがみ医院 ０９４２－４３－１１８８ 青峰２－２５－３

瀬下 三原医院 ０９４２－３２－２５０９ 瀬下町３５１

善導寺 香月内科ハートクリニック ０９４２－４７－１０３６ 善導寺町飯田７１１

境胃腸科内科医院 ０９４２－４７－３５５８ 善導寺町木塚３８７－３

陶山クリニック ０９４２－６５－７９２５ 善導寺町木塚１９５－６

にしごおり医院 ０９４２－４７－０７７７ 善導寺町飯田１４０９－１

宮﨑胃腸科内科医院 ０９４２－４７－５８００ 善導寺町飯田９０１－５

やの医院 ０９４２－２３－３０００ 善導寺町与田３９２－１
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令和３年5月1日現在

医療機関名 電話番号 住所

大善寺 池尻医院 ０９４２－２６－２４２７ 大善寺町宮本１３８９－１

井上内科医院 ０９４２－５１－３３８０ 大善寺南１－２１－５

大善寺医院 ０９４２－２７－３８５１ 大善寺町宮本３９０－２

藤吉内科消化器科医院 ０９４２－５１－３００７ 大善寺南１－１４－１

太郎原 岡田脳神経外科医院 ０９４２－４５－０２２０ 太郎原町１５１５－１

田主丸 緒方クリニック ０９４３－７２－１７７１ 田主丸町上原６０

いけどう循環器内科医院 ０９４３－７２－１２３３ 田主丸町殖木４４２－５

やのクリニック ０９４３－７２－２４６４ 田主丸町鷹取５３３

深川レディスクリニック ０９４３－７２－１１２２ 田主丸町田主丸１－２８

竹下胃腸科内科医院 ０９４３－７２－３００７ 田主丸町田主丸２３７

日野医院 ０９４３－７２－３０２７ 田主丸町田主丸５１５

吉村病院 ０９４３－７２－３１３１ 田主丸町田主丸５２０－１

くまがえクリニック ０９４３－７２－２５２８ 田主丸町田主丸５６０－１０

熊谷医院 ０９４３－７２－２３１６ 田主丸町田主丸７０４－６

中野内科医院 ０９４３－７２－２８２７ 田主丸町牧１１０８－３

原田小児科内科医院 ０９４３－７３－０１９５ 田主丸町以真恵４３６

田主丸中央病院 ０９４３－７２－２７２７ 田主丸町益生田８９２
ち 中央 くるめ駅前クリニック ０９４２－３２－８３１１ 久留米市中央町１－１

田中内科クリニック ０９４２－３２－２６５５ 中央町１６－３８

津福今 田中外科胃腸科クリニック ０９４２－３０－０１２３ 津福今町１９７－１

中田循環器科内科クリニック ０９４２－３０－３２１１ 津福今町４６０－１１

山手医院 ０９４２－３３－１８３０ 津福今町４８０－８０

津福本 内山内科医院 ０９４２－３２－９１６８ 津福本町５４１－１

聖マリアヘルスケアセンター ０９４２－３６－０７２２ 津福本町４４８－５

田山メディカルクリニック ０９４２－３４－００２１ 津福本町６０番地３

牟田内科医院 ０９４２－３３－１９５５ 津福本町１６１０
て 天神 新古賀クリニック 健康管理センター ０９４２－３５－３１７０ 天神町１０６－１

新古賀病院 ０９４２－３８－２２２２ 天神町120番地

天神田中内科医院 ０９４２－３８－２３６０ 天神町４－１－４Ｆ

長門石 くらたクリニック（旧：倉田内科医院） ０９４２－３５－５５４３ 長門石１－５－３２

西村医院 ０９４２－３２－８７１２ 長門石４－４－６

南薫西 木下医院 ０９４２－３２－４６２５ 南薫西町１９５５

西 安達医院 ０９４２－２７－５３１２ 西町９２１ー１４

今立内科クリニック ０９４２－２１－３３３１ 西町１７８－１

おだ内科医院 ０９４２－３２－４９８６ 西町１５３－２３

内藤クリニック ０９４２－３９－７７１１ 西町１１６４－１

内藤病院 ０９４２－３２－１２１２ 西町１１６９－１

花畑病院 ０９４２－３２－４５６５ 西町９１４

堀川病院 ０９４２－３８－１２００ 西町５１０

花畑診療所 ０９４２－３７－１１９９ 西町１１３２－１　亀の甲ﾋﾞﾙ２Ｆ

野中 古賀内科クリニック ０９４２－３８－７３５０ 野中町１１９６－２

小坪内科･消化器内科 ０９４２－３２－９７６８ 野中町９２０－１

柴田循環器科内科医院 ０９４２－３６－１７７７ 野中町１４５４－４

宮崎内科循環器内科 ０９４２－４１－００１１ 野中町５６８

ひらつか内科循環器内科 ０９４２－３６－３３６６ 野中町９１４ ｵﾗﾝﾀﾞﾋﾞﾙ２Ｆ

野伏間 野伏間クリニック ０９４２－２６－００６６ 野伏間１－９－３
は 花畑 稲田内科クリニック ０９４２－４６－８２５５ 花畑１－２３－２　西鉄花畑駅ﾋﾞﾙ２Ｆ

筒井医院　　　　　　 ０９４２－３２－４１１４ 花畑３－２－２

まさ乳腺クリニック ０９４２－４６－１１００ 花畑３－３ー１０

よしかいクリニック　 ０９４２－３９－４１１４ 花畑１－２０－５

原古賀 伴医院 ０９４２－３５－５５７７ 原古賀町２２－１９

ひろつおなかクリニック ０９４２－３９－２２２８ 原古賀町２７－１
ひ 東 青木内科・消化器内科クリニック ０９４２－３０－６０３０ 東町２－３

下津浦内科医院 ０９４２－３６－０６２０ 東町４９６－２Ｆ

天神胃腸クリニック ０９４２－３５－４７０１ 東町３０－５

戸次クリニック ０９４２－３３－３１２３ 東町４０－１６ ｻｹﾐﾋﾞﾙ１Ｆ

東合川 さとうメディカルクリニック ０９４２－４８－０８８１ 東合川２－５－４２

東櫛原 親和胃腸科内科医院 ０９４２－３２－４０１３ 東櫛原町１５０４

村岡外科医院 ０９４２－３２－８８８９ 東櫛原町１３５６

やまうちクリニック ０９４２－３２－７０１１ 東櫛原町２３０３－２３

日吉 行徳内科・胃腸科・循環器科診療所 ０９４２－３２－５１７５ 日吉町２２－１

楠病院 ０９４２－３５－２７２５ 日吉町１１５

心血医院（ここちいいん） ０９４２－６５－５１２９ 日吉町１４－６８

日吉いのうえ小児科 ０９４２－３６－０６３３ 日吉町１１０－１

文化街診療所 ０９４２－３３－３９０３ 日吉町１５－３５
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令和３年5月1日現在

医療機関名 電話番号 住所

藤光 高良台リハビリテーション病院 ０９４２－５１－３８３８ 藤光町９６５－２

藤山 上津中央クリニック ０９４２－２１－８０２２ 藤山町１８３３－１

日高整形外科病院 ０９４２－２２－５７００ 藤山町１６４４－５
ほ 蛍川 野原内科循環器科医院 ０９４２－３２－２９６９ 蛍川町６６－１

御井 矢取クリニック（旧：佐々木外科医院） ０９４２－４３－４３４３ 御井町２４０４－１

つつみ内科医院 ０９４２－４４－０９４１ 御井町２２４１－４

天寿堂医院 ０９４２－４５－３０００ 御井町１６７２－１

みい内科クリニック ０９４２－４１－１０３１ 御井町２１７６－３

三潴 古賀医院 ０９４２－６５－０２４０ 三潴町田川１０４－１

十連クリニック ０９４２－６５－１１３３ 三潴町西牟田６５５７－８９

吉村医院 ０９４２－６４－２４４３ 三潴町田川８－２

安本病院 ０９４２－６４－２０３２ 三潴町玉満２３７１

いしばし循環器内科 ０９４２－６４－６１１１ 三潴町高三潴６３４－２

ハイジア内科 ０９４２－５５－９５５０ 三潴町玉満２２７０－２

矢野医院 ０９４２－６５－１２３５ 三潴町田川２２１－２

南 愛康内科医院 ０９４２－２１－５５５６ 南１－２７－２８

はるた医院 ０９４２－２２－８１００ 南４－１－１８

ひだか子どもクリニック ０９４２－２２－０１１９ 南４－３０－５３

宮﨑クリニック ０９４２－２１－９４３１ 南２－１－９

クリニック南町 ０９４２－２１－８１５５ 南２－５－１２

宮ノ陣 アルカディアクリニック ０９４２－３３－８８７７ 宮ノ陣４－２８－１０

亀尾医院 ０９４２－３４－０２２６ 宮ノ陣町若松２３４８－８

古賀病院２１ ０９４２－３８－３３３３ 宮ノ陣３－３－８

徳安医院 ０９４２－３２－３１２９ 宮ノ陣５－１４－１

ひまわりＡクリニック ０９４２－３０－２０３０ 宮ノ陣４－４－７

六ツ門 秋吉内科 ０９４２－３２－５６４５ 六ツ門町７－４３

弥永協立病院 ０９４２－３３－３１５２ 六ツ門町１２ー１２
も 本山 井上クリニック ０９４２－５１－００５０ 本山１－７－３１

安武 淡河医院 ０９４２－２７－２５０４ 安武町武島３９９

すみたクリニック ０９４２－５１－３３３３ 安武町安武本１６４６

みつい医院 ０９４２－２７－９９６６ 安武町安武本２９２７－５

山川追分 出口外科胃腸科医院 ０９４２－４３－２３２９ 山川追分２－１０－１２

山本 久留米リハビリテーション病院 ０９４２－４３－８０３３ 山本町豊田１８８７
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