
1 佐賀市 医療法人笙船会　飯盛内科 佐賀市多布施２丁目６番２４号 0952-23-2095
2 佐賀市 医療法人實生会　池田産婦人科 佐賀市諸富町諸富津４３１番地４ 0952-47-3541
3 佐賀市 （医療法人葡萄の木）池田内科・消化器科 佐賀市若宮３丁目１番２４号 0952-31-1222
4 佐賀市 池田内科皮膚科医院 佐賀市嘉瀬町扇町２３８３番地 0952-23-0239
5 佐賀市 （医療法人メディスマイル）いのうえ内科泌尿器科クリニック 佐賀市久保田町大字徳万１６３９番地１ 0952-68-2466
6 佐賀市 （医療法人）内田クリニック 佐賀市高木瀬町東高木２４１番地２ 0952-36-6100
7 佐賀市 えがしら小児科医院 佐賀市兵庫北２丁目２５番４８号 0952-97-9861
8 佐賀市 （医療法人）江頭外科内科胃腸科 佐賀市大和町尼寺２９０７番地１ 0952-62-3366
9 佐賀市 かじはら内科クリニック 佐賀市八戸溝２丁目１０番２号 0952-36-8536
10 佐賀市 かみぞのクリニック 佐賀市神園６丁目４番１６ 0952-36-6755
11 佐賀市 神田胃腸科内科医院 佐賀市蓮池町蓮池３６５番地７ 0952-97-0019
12 佐賀市 きしかわ内科クリニック 佐賀市東与賀町大字下古賀１１２４番地１８ 0952-34-7310
13 佐賀市 医療法人長晴会　木下医院 佐賀市久保泉町上和泉２２３２番地１ 0952-98-0135
14 佐賀市 木村医院 佐賀市久保泉町下和泉１９３１番地 0952-98-1234
15 佐賀市 栗原内科消化器科医院 佐賀市富士町古湯２７６３番地１ 0952-58-2090
16 佐賀市 こうの医院 佐賀市兵庫南１丁目１２番７号 0952-23-7276
17 佐賀市 佐賀県医療生活協同組合神野診療所 佐賀市神野東４丁目１０番５号 0952-31-1060
18 佐賀市 医療法人九曜会　こが内科こどもクリニック 佐賀市西与賀町厘外８５９番地１５号 0952-24-0541
19 佐賀市 医療法人ごとうクリニックごとう整形外科皮ふ科クリニック 佐賀市木原２丁目１７番９号 0952-23-7100
20 佐賀市 こやなぎ内科クリニック 佐賀市高木瀬町大字長瀬９６９番地１ 0952-36-5100
21 佐賀市 コールメディカルクリニック佐賀 佐賀市鍋島4丁目1番23号 0952-20-6622
22 佐賀市 斉藤医院 佐賀市諸富町大堂２１４番地 0952-47-2003
23 佐賀市 佐賀駅南クリニック 佐賀市駅前中央１丁目９番３８号－６Ｆ 0952-27-7328
24 佐賀市 ＳＡＧＡなんでも相談クリニック 佐賀市中の小路２番５号 0952-40-8530
25 佐賀市 医療法人社団敬愛会　佐賀記念病院 佐賀市高木瀬町大字長瀬１２４０番地１ 0952-31-7771
26 佐賀市 佐賀市立富士大和温泉病院 佐賀市富士町大字梅野１７２１番地１ 0952-63-0111
27 佐賀市 佐賀市立国民健康保険三瀬診療所 佐賀市三瀬村藤原３８８２番地６ 0952-56-2001
28 佐賀市 （福）佐賀整肢学園こども発達医療センター 佐賀市金立町金立２２１５番地２７ 0952-98-2211
29 佐賀市 坂井医院 佐賀市川副町犬井道６１５番地ロ 0952-45-0040
30 佐賀市 （医療法人佐々木小児科）ささきこどもクリニック 佐賀市大和町大字尼寺３４２４番地６ 0952-62-1801
31 佐賀市 さとうクリニック 佐賀市川副町南里３７２番地１ 0952-45-8000
32 佐賀市 しげた総合診療クリニック 佐賀市大和町大字尼川上３２３番地１ 0952-64-9800
33 佐賀市 （医療法人至誠会）なゆたの森病院 佐賀市本庄町本庄２６９番地１ 0952-20-6000
34 佐賀市 しまだこども医院 佐賀市久保田町大字新田３３１９番地５ 0952-51-3050
35 佐賀市 （医療法人長生会）島田医院 佐賀市嘉瀬町中原１９７３番地１ 0952-23-5805
36 佐賀市 医療法人　信愛整形外科医院 佐賀市川原町４番８号 0952-22-1001
37 佐賀市 医療法人　新栄こどもクリニック 佐賀市鍋島町大字八戸１３４３番地７ 0952-41-5299
38 佐賀市 陣内胃腸科内科医院 佐賀市新栄西２丁目１番２号 0952-29-2226
39 佐賀市 陣内内科・小児科クリニック 佐賀市若宮３丁目５番１７号 0952-30-6171
40 佐賀市 杉原医院 佐賀市鍋島町八戸溝１６２９番地１ 0952-31-5005
41 佐賀市 医療法人　清和医院 佐賀市大和町久池井２５５２番地１ 0952-62-6072
42 佐賀市 （医療法人信和会）　高柳内科・整形外科 佐賀市嘉瀬町十五２２９１番地１ 0952-23-6563
43 佐賀市 医療法人　たじり内科・小児科 佐賀市金立町千布２１４５番地１ 0952-98-2400
44 佐賀市 たんぽぽクリニック 佐賀市若宮１丁目１９番２９号 0952-36-9206
45 佐賀市 （医療法人誠心会）つのだ内科クリニック 佐賀市兵庫南２丁目１６番３２号 0952-27-1777
46 佐賀市 鶴田内科循環器科医院 佐賀市川副町大字小々森９６０番地７ 0952-45-7567
47 佐賀市 富﨑小児科 佐賀市神野東２丁目４番３８号 0952-30-5793
48 佐賀市 なかしま小児科 佐賀市兵庫町大字瓦町１０９６番地２ 0952-27-7667
49 佐賀市 （医療法人）産婦人科  なかなみクリニック 佐賀市木原１丁目２４番３８号 0952-28-5277
50 佐賀市 医療法人　中西内科 佐賀市大和町尼寺２２５７番地８ 0952-62-0029
51 佐賀市 医療法人　永江内科小児科医院 佐賀市開成１丁目４番２号 0952-30-2211
52 佐賀市 医療法人  永田天寿堂医院 佐賀市諸富町大字大堂７３番地 0952-47-2253
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53 佐賀市 医療法人　西島皮膚科医院 佐賀市大和町大字尼寺２６７１番地２ 0952-62-6276
54 佐賀市 （医療法人）橋野こどもクリニック 佐賀市高木瀬東４丁目１４番３号 0952-31-0020
55 佐賀市 医療法人　ばばこどもクリニック 佐賀市鍋島３丁目１５番２６号 0952-30-8900
56 佐賀市 （医療法人）服巻胃腸科内科 佐賀市中の小路９番１８号 0952-23-2370
57 佐賀市 日浦呼吸器科内科小児科医院 佐賀市鍋島２丁目１２番３１号 0952-34-1400
58 佐賀市 医療法人　福田医院 佐賀市木原２丁目２３番１号 0952-26-4611
59 佐賀市 （医療法人大和正信会）ふじおか病院 佐賀市大和町尼寺２６８５番地 0952-62-2200
60 佐賀市 （医療法人前山メディカル）前山医院 佐賀市川原町５番１７号 0952-23-2348
61 佐賀市 外科・内科・馬島医院 佐賀市諸富町為重５６４番地３ 0952-47-3399
62 佐賀市 松永内科医院 佐賀市高木瀬西１丁目３番２５号 0952-31-1940
63 佐賀市 溝口クリニック 佐賀市大和町川上５２８３番地３ 0952-51-2661
64 佐賀市 （医療法人）満岡内科クリニック 佐賀市大和町尼寺８４８番地１１ 0952-51-2922
65 佐賀市 森医院 佐賀市八戸２丁目１番１３号 0952-28-7383
66 佐賀市 森永医院 佐賀市久保泉町川久保８７５番地 0952-98-1125
67 佐賀市 医療法人　森山胃腸科 佐賀市諸富町大堂９３７番地１ 0952-47-2425
68 佐賀市 （医療法人純伸会）矢ヶ部医院 佐賀市木原３丁目２番１１号 0952-29-6121
69 佐賀市 やつぎ外科内科クリニック 佐賀市長瀬町９番２５号 0952-23-2895
70 佐賀市 山口クリニック 佐賀市鍋島４丁目１番８号 0952-33-2626
71 佐賀市 医療法人　山口内科クリニック 佐賀市大和町久池井９８７番地４ 0952-62-9885
72 佐賀市 統合医療 やまのうち小児科・内科 佐賀市兵庫北５丁目８番７号－２ 0952-33-8500
73 佐賀市 医療法人　夢咲クリニック 佐賀市兵庫北１丁目８番２３号 0952-20-1515
74 佐賀市 医療法人　吉本クリニック 佐賀市堀川町１番１０号 0952-25-1105

75 佐賀市 わたなべ小児科 佐賀市神園２丁目７番６号 0952-30-3581

76 佐賀市 独立行政法人 国立病院機構 佐賀病院 佐賀市日の出１丁目２０番１号 0952-30-7141
77 佐賀市 地方独立行政法人　佐賀県医療センター好生館 佐賀市嘉瀬町大字中原４００ 0952-24-2171
78 佐賀市 佐賀大学医学部附属病院 佐賀市鍋島５丁目１番１号 0952-31-6511
79 佐賀市 いさがいこどもクリニック 佐賀市西与賀町高太郎１２６－１５ 0952-24-2521
80 唐津東松浦 医療法人　あおぞら胃腸科 唐津市浜玉町浜崎８０３番地 0955-56-2152
81 唐津東松浦 医療法人希清会　岩本内科 唐津市海岸通７１８２番地３０６ 0955-72-2877
82 唐津東松浦 医療法人至誠堂　宇都宮病院 唐津市厳木町本山３８６番地１ 0955-63-2515
83 唐津東松浦 （医療法人）うらごう小児科医院 唐津市浜玉町横田下字干居９３７番地２ 0955-70-5588
84 唐津東松浦 大庭医院 唐津市呼子町呼子３５９０番地５ 0955-82-3811
85 唐津東松浦 おだくらクリニック 唐津市大名小路３０８番８ 0955-72-2012
86 唐津東松浦 （（福）佐賀整肢学園）からつ医療福祉センター 唐津市双水２８０６番地 0955-78-3062
87 唐津東松浦 唐津市小川島診療所 唐津市呼子町小川島１６１番地１ 0955-82-8010
88 唐津東松浦 唐津市加唐島診療所 唐津市鎮西町加唐島４０７番地 0955-82-9350
89 唐津東松浦 唐津市神集島診療所 唐津市神集島２７８２番地３ 0955-79-1577
90 唐津東松浦 唐津市高島診療所 唐津市高島６７５番地５ 0955-74-3360
91 唐津東松浦 唐津市馬渡島診療所 唐津市鎮西町馬渡島２４番地 0955-82-9014
92 唐津東松浦 唐津市松島診療所 唐津市鎮西町松島３４８７番地１ 0955-82-9350
93 唐津東松浦 川添医院 唐津市西城内１番８号 0955-72-4759
94 唐津東松浦 岸川内科 唐津市湊町７６９番地１ 0955-79-0982
95 唐津東松浦 医療法人　きりの内科小児科クリニック 唐津市山本１５６１番地１ 0955-78-0021
96 唐津東松浦 草場医院 唐津市肥前町田野甲２９２９番地１ 0955-54-1155
97 唐津東松浦 医療法人　久間内科 唐津市和多田天満町１丁目１番３号 0955-72-7310
98 唐津東松浦 黒木医院 唐津市厳木町牧瀬３９番地４ 0955-63-2331
99 唐津東松浦 黒崎医院 唐津市浦５０６３番地１ 0955-72-4313
100 唐津東松浦 医療法人　桑原医院 唐津市浜玉町浜崎１０６７番地１ 0955-56-8761
101 唐津東松浦 医療法人なごみ会　酒井医院 唐津市大名小路５番３号 0955-72-5445
102 唐津東松浦 医療法人ひまわり　坂本小児科医院 唐津市西城内６番４２号 0955-72-3838
103 唐津東松浦 医療法人賛健会　城内病院 唐津市南城内２番１７号 0955-79-8550
104 唐津東松浦 医療法人愛仁会　新屋敷病院 唐津市相知町町切８９８番地３ 0955-63-3131
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105 唐津東松浦 医療法人関医院 唐津市船宮町２３０２番地３３ 0955-72-8265
106 唐津東松浦 医療法人　田渕医院 東松浦郡玄海町諸浦６番地１ 0955-52-2311
107 唐津東松浦 長生堂渡辺医院 唐津市海岸通７１８２番地５８ 0955-72-2770
108 唐津東松浦 医療法人慈孝会　七山診療所 唐津市七山藤川２７５５番地６ 0955-58-3003
109 唐津東松浦 （医療法人誠仁会）なばたけ冬野クリニック 唐津市菜畑３６６０番地１ 0955-75-2220
110 唐津東松浦 医療法人　成瀬胃腸科内科クリニック 唐津市鏡３５００番地１ 0955-77-1171
111 唐津東松浦 医療法人清心会　服巻医院 唐津市船宮町２５８８番地３ 0955-72-2360
112 唐津東松浦 医療法人　肥前内科クリニック 唐津市肥前町入野甲１８７６番地７ 0955-54-0011
113 唐津東松浦 医療法人　平川病院 唐津市山本６４４番地５ 0955-78-0026
114 唐津東松浦 ふじい胃腸内科小児科 唐津市大石町２４１４番地 0955-74-2370
115 唐津東松浦 医療法人　ふじおかこどもクリニック 唐津市長谷６番地 0955-75-5055
116 唐津東松浦 冬野医院 唐津市西城内５番１２号 0955-72-2905
117 唐津東松浦 医療法人尚誠会　冬野病院 唐津市相知町相知２２６４番地 0955-62-3211
118 唐津東松浦 堀田医院 東松浦郡玄海町今村６１１６番地 0955-52-6111
119 唐津東松浦 医療法人　本城医院 唐津市刀町１５３７番地４ 0955-72-5420
120 唐津東松浦 医療法人社団　三浦医院 唐津市呼子町殿ノ浦吹上１２３番地 0955-51-1138
121 唐津東松浦 宮崎外科胃腸科 唐津市新興町６８番地 0955-72-8115
122 唐津東松浦 本告医院 唐津市鎮西町名護屋３８９１番地 0955-82-1008
123 唐津東松浦 もりなが医院 唐津市相知町相知３０６０番地１ 0955-62-2528
124 唐津東松浦 医療法人　山田整形外科クリニック 唐津市呼子町呼子３７５３番地 0955-82-5540
125 唐津東松浦 医療法人　吉田内科クリニック 唐津市紺屋町１６７５番地２ 0955-79-5500
126 唐津東松浦 吉富外科胃腸科医院 唐津市千代田町２５８３番地５ 0955-72-4328
127 唐津東松浦 医療法人水光会　呼子中央クリニック 唐津市呼子町呼子４１８２番地１ 0955-82-3211
128 唐津東松浦 （医療法人健英会）丸田耳鼻咽喉科クリニック 唐津市呼子町呼子４１８２番地１ 0955-51-1661
129 唐津東松浦 医療法人元生會　脇山内科 唐津市町田１丁目２３９８番地２ 0955-72-4780
130 唐津東松浦 渡辺内科 唐津市肥前町入野９１５番地７ 0955-54-0016
131 唐津東松浦 唐津赤十字病院 唐津市和多田２４３０番地 0955-72-5111
132 唐津東松浦 唐津市民病院　きたはた 唐津市北波多徳須恵１４２４番地１ 0955-64-2611
133 鳥栖三養基 医療法人　石田医院 鳥栖市古賀町３６６番地１ 0942-82-2722
134 鳥栖三養基 （医療法人社団如水会）今村病院 鳥栖市轟木町１５２３番地６ 0942-82-5550
135 鳥栖三養基 大園内科医院 鳥栖市萱方町１５８番地１０ 0942-87-8888
136 鳥栖三養基 （医療法人）かわらハートクリニック 鳥栖市曽根崎町２３７５番地 0942-87-3133
137 鳥栖三養基 内科・外科　くろだ医院 鳥栖市元町１３２８番地５－１Ｆ 0942-50-5833
138 鳥栖三養基 （医療法人玄々堂）玄々堂内科 鳥栖市曽根崎町２３５０番地 0942-83-2151
139 鳥栖三養基 （医療法人）こやなぎ内科循環器科クリニック 鳥栖市原町１０７７番地３ 0942-81-5424
140 鳥栖三養基 医療法人眞正会　古賀医院 鳥栖市原古賀町６０９番地２ 0942-83-3457
141 鳥栖三養基 こが医療館　明彦まきこクリニック 鳥栖市大正町７６４番地５ 0942-85-8822
142 鳥栖三養基 医療法人　じゅんせんせいのこども総合クリニック 鳥栖市下野町３０９７番地２ 0942-81-2333
143 鳥栖三養基 医療法人仁徳会　今村病院 鳥栖市本通町１丁目８５５番地１０ 0942-83-3771
144 鳥栖三養基 医療法人光寿　權藤医院 鳥栖市弥生が丘２丁目１番地 0942-82-2978
145 鳥栖三養基 医療法人健裕会　古賀内科医院 鳥栖市宿町１１０６番地２ 0942-83-3204
146 鳥栖三養基 医療法人　斎藤内科医院 鳥栖市東町１丁目１０５４番地６ 0942-82-2016
147 鳥栖三養基 医療法人　三輪堂医院 鳥栖市元町１０８６番地 0942-83-2281
148 鳥栖三養基 医療法人　すがい小児科 鳥栖市神辺町５８番地３ 0942-84-7020
149 鳥栖三養基 すぎやま内科胃腸科 鳥栖市神辺町２１０番地５ 0942-84-7785
150 鳥栖三養基 医療法人　せとじまクリニック 鳥栖市真木町１９７４番地４ 0942-87-5008
151 鳥栖三養基 高尾医院 鳥栖市京町７７６番地１０ 0942-83-2328
152 鳥栖三養基 医療法人社団　武田内科医院 鳥栖市村田町７１５番地 0942-84-1011
153 鳥栖三養基 名取医院 鳥栖市儀徳町２５１０番地１ 0942-84-8008
154 鳥栖三養基 医療法人　野田内科 鳥栖市西田町２１１番地１ 0942-83-1160
155 鳥栖三養基 野下医院 鳥栖市曽根崎町１５５３番地１ 0942-83-2082
156 鳥栖三養基 医療法人はらだ会　はらだ内科胃腸科 鳥栖市鎗田町２８１番地３ 0942-84-1515
157 鳥栖三養基 医療法人　ひかり医院 鳥栖市宿町１２４７番地４ 0942-83-3526
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158 鳥栖三養基 ひよし小児科 鳥栖市宿町１２６８番地 0942-82-2677
159 鳥栖三養基 医療法人　藤戸医院 鳥栖市今泉町２４２５番地 0942-84-0865
160 鳥栖三養基 医療法人　前山内科 鳥栖市宿町１４６５番地１ 0942-85-0005
161 鳥栖三養基 宮﨑医院 鳥栖市東町１丁目１０５９番地１ 0942-83-2083
162 鳥栖三養基 医療法人　むらかみ小児科 鳥栖市古野町１９０番地１０ 0942-83-2450
163 鳥栖三養基 医療法人　やましたクリニック 鳥栖市蔵上４丁目３２５番地 0942-81-5511
164 鳥栖三養基 （医療法人）平井内科 三養基郡上峰町坊所２７３３番地１ 0952-53-3737
165 鳥栖三養基 （医療法人）やまだ小児科クリニック 三養基郡上峰町坊所４４４番地７ 0952-51-1516
166 鳥栖三養基 医療法人回生会　うえきクリニック 三養基郡上峰町坊所１５７０番地５５ 0952-51-1881
167 鳥栖三養基 医療法人　なるお内科小児科 三養基郡基山町けやき台１丁目２３番地７ 0942-92-4170
168 鳥栖三養基 池田胃腸科外科 三養基郡基山町小倉５４５番地５５ 0942-92-2308
169 鳥栖三養基 医療法人　さかい胃腸・内視鏡内科クリニック 三養基郡基山町小倉１０５９番地２ 0942-92-1121
170 鳥栖三養基 中洲医院 三養基郡基山町宮浦２５９番地４５ 0942-81-0061
171 鳥栖三養基 つくし整形外科医院 三養基郡基山町園部２７６５番地２５ 0942-92-7655
172 鳥栖三養基 宮原医院 三養基郡みやき町東尾１１５５番地 0942-89-2216
173 鳥栖三養基 平川医院 三養基郡みやき町西島２９７９番地８ 0942-96-3315
174 鳥栖三養基 医療法人　秋吉医院 三養基郡みやき町原古賀５１８番地４ 0942-94-2051
175 鳥栖三養基 （医療法人）上野クリニック 三養基郡みやき町簑原１６７６番地７ 0942-94-5085
176 鳥栖三養基 独立行政法人国立病院機構 東佐賀病院 三養基郡みやき町大字原古賀７３２４ 0942-94-2048
177 鳥栖三養基 （社会福祉法人若楠）若楠療育園 鳥栖市弥生が丘２丁目１３４番地 0942-83-1121
178 鳥栖三養基 品川内科クリニック 鳥栖市弥生が丘５丁目２２２番地 0942-85-8334
179 神埼市郡 医療法人久和会　和田医院 神埼市神埼町神埼２９３番地 0952-52-2021
180 神埼市郡 栗並医院 神埼市神埼町枝ヶ里７６番地１ 0952-52-2977
181 神埼市郡 医療法人　橋本病院 神埼市神埼町本告牟田３００５番地 0952-52-2022
182 神埼市郡 神埼市国民健康保険脊振診療所 神埼市脊振町広滝４６２番地 0952-59-2321
183 神埼市郡 南医院 神埼市千代田町直鳥８０８番地１ 0952-44-2777
184 神埼市郡 医療法人聖母会　古賀内科 神埼市千代田町境原２８２番地２ 0952-44-2311
185 神埼市郡 和田医院 神埼市千代田町嘉納１３１９番地１８ 0952-44-2046
186 神埼市郡 福嶋内科医院 神埼市千代田町境原２４９６番地３ 0952-44-2141
187 神埼市郡 最所医院 神埼郡吉野ヶ里町吉田８２６番地３ 0952-52-2452
188 神埼市郡 松本医院 神埼郡吉野ヶ里町三津７５１番地９ 0952-52-4185
189 神埼市郡 医療法人慈照会　西谷クリニック 神埼郡吉野ヶ里町大曲１５０７番地１ 0952-52-3139
190 神埼市郡 小森医院 神埼郡吉野ヶ里町豆田１２５４番地２ 0952-52-1136
191 神埼市郡 （医療法人ひらまつ病院）ひらまつふれあいクリニック 神崎郡吉野ヶ里町吉田２９２５番地１ 0952-51-1110
192 神埼市郡 たけうち小児科医院 神埼市神埼町本堀２７０７番地２ 0952-52-2524
193 神埼市郡 医療法人　山田こどもクリニック 神埼市神埼町田道ヶ里２３９４番地１ 0952-55-6566
194 多久･小城地区 伊東医院 小城市小城町２７８番地 0952-73-3235
195 多久･小城地区 小城市民病院 小城市小城町松尾４１００番地 0952-73-2161
196 多久･小城地区 酒井内科クリニック 小城市小城町６１７番地１２ 0952-71-1377
197 多久･小城地区 医療法人　高橋内科 小城市小城町晴気２００番地３ 0952-72-1100
198 多久･小城地区 豊田医院 小城市小城町畑田２１８６番地７ 0952-72-2031
199 多久･小城地区 医療法人　野田好生医院 小城市小城町栗原５番地４ 0952-72-3232
200 多久･小城地区 （医療法人ひらまつ病院）ひらまつ病院 小城市小城町１０００番地１ 0952-72-2111
201 多久･小城地区 医療法人　やなぎしまこども医院 小城市小城町中町５４９番地１ 0952-73-3666
202 多久･小城地区 医療法人アイクレセント　いなだ小児科・アレルギー科 小城市三日月町長神田２１７３番地３ 0952-72-7800
203 多久･小城地区 （医療法人ロコメディカル）江口病院 小城市三日月町金田１１７８番地１ 0952-73-3083
204 多久･小城地区 医療法人孟子会ひろおか内科・脳神経クリニック 小城市三日月町久米１２９５番地２ 0952-73-8022
205 多久･小城地区 まなべ消化器内科クリニック 小城市三日月町長神田２１７３番地４ 0952-72-3636
206 多久･小城地区 しまうちクリニック 小城市牛津町勝１４９９番地１ 0952-66-6036
207 多久･小城地区 （医療法人六科会）徳富医院 小城市芦刈町三王崎３１６番地３ 0952-66-1547
208 多久･小城地区 上砥川戸塚クリニック 小城市牛津町上砥川１２３４番地７ 0952-20-0573
209 多久･小城地区 医療法人　池田内科胃腸科医院 多久市北多久町小侍４０番地５ 0952-71-9355
210 多久･小城地区 医療法人　江口医院（多久市） 多久市東多久町別府５３１８番地１ 0952-76-2137
211 多久･小城地区 太田医院 多久市北多久町大字小侍６３０番地 0952-74-3236
212 多久･小城地区 佐賀県医療生活協同組合多久生協クリニック 多久市東多久町別府３２４５番地５ 0952-76-3177
213 多久･小城地区 医療法人社団　諸江内科循環器科医院 多久市北多久町小侍６０４番地 0952-75-3880
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214 多久･小城地区 医療法人剛友会　諸隈病院（多久市） 多久市北多久町多久原２４１４番地７０ 0952-74-2100
215 武雄杵島地区 太田小児科内科医院 武雄市武雄町武雄７３２３番地１ 0954-22-4178
216 武雄杵島地区 かわぞえ内科クリニック 杵島郡白石町福吉１８３４番地１ 0952-37-5593
217 武雄杵島地区 医療法人　古賀内科医院 武雄市武雄町富岡１１５３４番地２ 0954-22-3135
218 武雄杵島地区 しちだこども医院 武雄市武雄町昭和２３番地２０ 0954-22-8122
219 武雄杵島地区 （医療法人）田中内科医院 武雄市武雄町永島１５３６１番地１ 0954-22-0123
220 武雄杵島地区 医療法人　貝原医院 武雄市武雄町武雄８００７番地 0954-22-3366
221 武雄杵島地区 医療法人敬和会　持田病院 武雄市武雄町武雄５８５８番地１ 0954-22-3138
222 武雄杵島地区 医療法人　篠田整形外科 武雄市朝日町甘久２０６番地３ 0954-23-6000
223 武雄杵島地区 医療法人　楢崎内科 武雄市朝日町甘久２００１番地 0954-22-3758
224 武雄杵島地区 （医療法人養寿堂）まつお内科・眼科 武雄市朝日町甘久１８５７番地 0954-23-2178
225 武雄杵島地区 医療法人東雲会　小野医院 武雄市東川登町大字永野５７５２番地２ 0954-23-2901
226 武雄杵島地区 医療法人雄邦会　こばやしクリニック 武雄市若木町川古７５１１番地３ 0954-26-2655
227 武雄杵島地区 （医療法人竜門堂）毛利医院 武雄市山内町三間坂甲１４０１７番地５ 0954-45-3545
228 武雄杵島地区 医療法人　ニコークリニック 武雄市北方町志久１５７４番地 0954-36-5777
229 武雄杵島地区 （医療法人）まつもと内科・胃腸科クリニック 武雄市北方町大字大崎１３１８番地１ 0954-36-0467
230 武雄杵島地区 医療法人慈慶会　八木産婦人科 武雄市北方町大崎１１２１番地　 0954-36-3600
231 武雄杵島地区 医療法人青葉会　中川内医院 武雄市武内町大字真手野２８１８０番地１ 0954-20-8070
232 武雄杵島地区 医療法人　戸原内科 杵島郡大町町福母４０４番地６ 0952-82-2051
233 武雄杵島地区 （医療法人順天堂）順天堂病院 杵島郡大町町福母７０７番地２ 0952-82-3161
234 武雄杵島地区 坂本内科医院 杵島郡大町町大町５２６４番地５ 0952-71-3060
235 武雄杵島地区 医療法人社団栄寿会　古賀小児科内科医院 杵島郡江北町上小田２８０番地の１ 0952-86-2533
236 武雄杵島地区 医療法人敬天堂　古賀病院 杵島郡江北町上小田１１５０番地 0952-86-2070
237 武雄杵島地区 医療法人　武岡病院 杵島郡江北町山口１２８２番地 0952-86-3013
238 武雄杵島地区 医療法人回春堂　有明医院 杵島郡白石町築切８５１番地 0952-84-2842
239 武雄杵島地区 （医療法人静便堂）白石共立病院 杵島郡白石町福田１２９６番地 0952-84-6060
240 武雄杵島地区 重村医院 杵島郡白石町廿治１５１０番地 0952-84-2656
241 武雄杵島地区 副島医院 杵島郡白石町堤１４６８番地 0952-84-2205
242 武雄杵島地区 吉村医院 杵島郡白石町福田１６３２番地 0952-84-2155
243 武雄杵島地区 池上内科 杵島郡白石町福富１４１８番地 0952-87-2107
244 武雄杵島地区 カタフチ医院 杵島郡白石町福富３２１３番地１ 0952-87-2233
245 武雄杵島地区 （医療法人文斎会）原田内科医院 杵島郡白石町福富１８２７番地 0952-87-3737
246 武雄杵島地区 医療法人醇和会　有島病院 杵島郡白石町戸ヶ里２３５２番地３ 0954-65-4100
247 武雄杵島地区 医療法人至慈会　高島病院 杵島郡白石町戸ヶ里１８３１番地１８ 0954-65-3129
248 武雄杵島地区 森外科医院 杵島郡白石町戸ヶ里１８１１番地 0954-65-2059
249 鹿島藤津 医療法人天心堂　志田病院 鹿島市中村２１３４番地４ 0954-63-1236
250 鹿島藤津 田中医院 鹿島市納富分７３３番地 0954-63-4080
251 鹿島藤津 稗田産婦人科クリニック 鹿島市高津原４０４５番地２ 0954-63-3309
252 鹿島藤津 医療法人　村山小児科医院 鹿島市高津原３６０８番地 0954-63-1158
253 鹿島藤津 医療法人社団　森田医院 鹿島市納富分４０７６番地３ 0954-63-3956
254 鹿島藤津 西村医院 嬉野市塩田町馬場下甲１４９８番地 0954-66-2109
255 鹿島藤津 医療法人陽明会　樋口病院 嬉野市塩田町馬場下甲１番地 0954-66-2022
256 鹿島藤津 医療法人　光武医院 嬉野市塩田町馬場下甲７３９番地 0954-66-2027
257 鹿島藤津 谷口医院 嬉野市塩田町谷所甲２６３７番地１ 0954-66-3568
258 鹿島藤津 医療法人悠池会　池田内科 嬉野市嬉野町下野丙３９番地１ 0954-43-2123
259 鹿島藤津 医療法人　太田医院 嬉野市嬉野町岩屋川内甲７７番地１ 0954-43-1148
260 鹿島藤津 医療法人　田中医院 嬉野市嬉野町下宿乙２３５３番地１３ 0954-43-2111
261 鹿島藤津 医療法人　朝長医院 嬉野市嬉野町下宿乙２１８８番地 0954-43-2117
262 鹿島藤津 医療法人　野中医院 嬉野市嬉野町吉田丁４６５３番地 0954-43-9341
263 鹿島藤津 医療法人優健会　樋口医院 嬉野市嬉野町下宿甲１７４０番地１ 0954-43-1652
264 鹿島藤津 福田医院 嬉野市嬉野町下宿乙２３１５番地２ 0954-43-0550
265 鹿島藤津 うれしのふくだクリニック 嬉野市嬉野町下宿甲４７１５番地５ 0954-42-1211
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電話番号番
号 地区名 医療機関名 住　所

266 鹿島藤津 森医院 嬉野市嬉野町下宿乙５４３番地１ 0954-43-0725
267 鹿島藤津 国立病院機構　嬉野医療センター 嬉野市嬉野町下宿丙２４３６番地 0954-43-1120
268 鹿島藤津 医療法人　田代医院 藤津郡太良町多良１３２９番地１ 0954-67-2120
269 鹿島藤津 町立太良病院 藤津郡太良町多良１５２０番地１２ 0954-67-0016
270 伊万里・有田地区 医療法人　岡村医院 伊万里市蓮池町１８番地 0955-22-2304
271 伊万里・有田地区 鈴山内科小児科医院 伊万里市立花町１６０４番地２ 0955-22-7366
272 伊万里・有田地区 医療法人精仁会　隅田病院 伊万里市立花町４０００番地 0955-23-3167
273 伊万里・有田地区 医療法人　古川内科クリニック 伊万里市脇田町４０３番地２ 0955-21-0730
274 伊万里・有田地区 （医療法人博友会）堀田病院 伊万里市立花町２９７４番地５ 0955-23-3224

275 伊万里・有田地区 （医療法人二期会）小島病院 伊万里市黒川町塩屋２０５番地１ 0955-27-2121

276 伊万里・有田地区 医療法人　小島医院 伊万里市波多津町辻３６５５番地 0955-25-0038
277 伊万里・有田地区 （医療法人光仁会）大川野クリニック 伊万里市大川町大川野３１４３番地１ 0955-20-8060
278 伊万里・有田地区 医療法人博洋会　井手小児科医院 伊万里市二里町大里甲２６８１番地３ 0955-23-8157
279 伊万里・有田地区 医療法人　内山産婦人科医院 伊万里市東山代町長浜１２５０番地 0955-23-3241
280 伊万里・有田地区 （医療法人）立石医院 伊万里市東山代町里１１１番地 0955-28-0007
281 伊万里・有田地区 独立行政法人地域医療機能推進機構　伊万里松浦病院 伊万里市山代町立岩４１７番地 0955-28-3100
282 伊万里・有田地区 医療法人　水上医院 伊万里市山代町立岩２６７１番地１ 0955-28-3714
283 伊万里・有田地区 （医療法人光仁会）西田病院 伊万里市山代町楠久８９０番地２ 0955-28-1111
284 伊万里・有田地区 田口医院 西松浦郡有田町大木宿乙８４３番地２３ 0955-46-4603
285 伊万里・有田地区 （医療法人）小嶋内科 西松浦郡有田町黒川丙６０８番地２７ 0955-41-2288
286 伊万里・有田地区 伊万里有田共立病院 西松浦郡有田町二ノ瀬甲８６０番地 0955-46-2121
287 伊万里・有田地区 有田医院 西松浦郡有田町桑古場乙２２９２番地 0955-42-2052
288 伊万里・有田地区 医療法人　蒲地医院 西松浦郡有田町稗古場２丁目９番１２号 0955-42-5151
289 伊万里・有田地区 （医療法人銀杏会）岸クリニック 西松浦郡有田町本町丙９６７番地１ 0955-42-2833
290 伊万里・有田地区 松尾内科 西松浦郡有田町南原甲２６７番地 0955-42-3873
291 伊万里・有田地区 （医療法人社団馬渡メディカル）馬渡クリニック 西松浦郡有田町本町丙１０８０番地１ 0955-41-0007
292 伊万里・有田地区 医療法人　いとう小児科 伊万里市二里町八谷搦１１４０番地 0955-20-1611
293 伊万里・有田地区 医療法人　山本こどもクリニック 伊万里市立花町２３８８番地２ 0955-20-1525
294 伊万里・有田地区 伸びる・こじまクリニック 伊万里市南波多町井手野２４３８番地１ 0955-24-3131
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