特定健診

健診機関一覧表（抜粋）

実施機関名

所在地

電話番号

左記のうち人間
ドック・節目健
診を受診できる
機関（※２）

1

社会医療法人財団池友会福岡和白総合健診クリニック

福岡県福岡市東区和白丘2-11-17

092-608-0138

○

2

医療法人八木厚生会

福岡県福岡市東区馬出2-21-25

092-643-8451

○

3

医療法人相生会

福岡みらい病院

福岡県福岡市東区香椎照葉3-5-1

092-662-3535

4

医療法人輝栄会

福岡輝栄会病院

福岡県福岡市東区千早5-11-5

092-681-3115

5

一般社団法人日本健康倶楽部福岡支部診療所

福岡県福岡市東区松島3-29-18

092-623-1740

6

社会医療法人

福岡県福岡市東区青葉6-40-8

092-691-3881

7

一般財団法人西日本産業衛生会福岡健診診療所

福岡県福岡市博多区博多駅前2-20-1大博多ビル6F

092-471-1165

○

8

一般財団法人日本予防医学協会附属診療所

福岡県福岡市博多区博多駅前3-19-5博多石川ビル2F

092-472-0222

○

9

医療法人親愛

福岡県福岡市博多区博多駅中央街1-1

092-441-5448

○

八木病院

原土井病院

ウェルビーイング博多

ステーションクリニック

10

医療法人

古森病院

11

一般財団法人医療情報健康財団

12

ﾃﾞｲﾄｽｱﾈｯｸｽ3F

福岡県福岡市博多区対馬小路9-13

092-291-3945

福岡県福岡市博多区上川端町14-30-201

092-272-2398

医療法人 原三信病院

福岡県福岡市博多区大博町1-8

092-291-3132

13

医療法人相生会

福岡県福岡市博多区金の隈3-24-16

092-503-6666

14

（公財）パブリックヘルスリサーチセンター

福岡県福岡市博多区那珂6-25-15

092-585-5785

15

医療法人友愛会

友田病院

福岡県福岡市博多区諸岡4丁目28-24

092-591-8001

16

医療法人愛風会

さく病院

福岡県福岡市博多区竹下4-6-25

092-471-6265

17

千鳥橋病院

福岡県福岡市博多区千代5-18-1

092-651-6488

○

18

医療法人

0120-489-379

○

19

医療法人財団博愛会人間ドックセンター

0120-489-379

○

20

医療法人

○

21

公益財団法人

22

公益財団法人福岡県すこやか健康事業団

23

医療法人佐田厚生会

24

健康財団クリニック

金隈病院

財団博愛会 人間ドックセンター

親愛

西日本支部

福岡診療所

ウェルネス天神

ウィメンズウェルネス天神デュアル

天神クリニック
福岡労働衛生研究所

天神健診センター
福岡国際総合健診センター

福岡県福岡市中央区天神1-14-4
福岡県福岡市中央区天神1-14-4

天神平和ビル4F
天神平和ビル7F

福岡県福岡市中央区天神2-12-1

天神ビル3F

092-721-3583

福岡県福岡市中央区天神2-8-36

天神ＮＫビル2階

092-526-1033

福岡県福岡市中央区天神2-13-7福岡平和ビル2階

092-712-7776

佐田病院

福岡県福岡市中央区渡辺通2-4-28

092-781-6381

医療法人福岡桜十字

桜十字福岡病院

福岡県福岡市中央区渡辺通3-5-11

092-791-1120

25

医療法人社団広仁会

広瀬病院

福岡県福岡市中央区渡辺通1-12-11

092-731-2345

26

うえき医院

福岡県福岡市中央区清川1-9-20

092-791-9071

27

医療法人財団博愛会

28

公益財団法人福岡県結核予防会

29

社会医療法人大成会

30

国家公務員共済組合連合会

31

社会医療法人喜悦会

32

独立行政法人国立病院機構

33

博愛会病院健診センター

ﾃﾝｸﾞｯﾄﾞ渡辺通2F

○

○

○

福岡県福岡市中央区笹丘1-28-25

092-781-9496

福岡結核予防センター

福岡県福岡市中央区大名2-4-7

092-761-2544

○

PET・健診センター

福岡県福岡市中央区今川2-16-16

092-739-0110

○

福岡県福岡市中央区長浜3-3-1

092-721-9977

○

福岡県福岡市南区向新町2-17-17

092-565-3531

福岡県福岡市南区屋形原4-39-1

092-565-5534

公益財団法人福岡労働衛生研究所

福岡県福岡市南区那の川1-11-27

092-526-1033

34

福岡赤十字病院

福岡県福岡市南区大楠3-1-1

092-534-8430

35

医療法人社団江頭会さくら病院

福岡県福岡市城南区南片江6-2-32

092-864-1212

36

医療法人順和

福岡県福岡市城南区樋井川3-47-1

092-541-2035

37

医療法人社団誠和会

福岡県福岡市早良区干隈3-9-1

092-865-2211

38

福岡市医師会成人病センター

福岡県福岡市早良区祖原15-7

092-831-1211

39

中村クリニック

福岡県福岡市西区豊浜1-2-12

092-882-8211

40

医療法人輝松会

福岡県福岡市西区下山門団地40-5

092-891-5071

福岡記念

浜の町病院

那珂川病院
福岡病院

長尾病院
牟田病院

松尾内科病院

○

○

○

実施機関名
41

医療法人誠心会

42

井上病院

電話番号

所在地
福岡県糸島市波多江699-1

092-322-3472

糸島医師会病院

福岡県糸島市浦志532-1

092-322-3677

43

医療法人

福岡県福岡市西区生の松原3-18-8

092-881-1385

44

医療法人財団華林会

福岡県福岡市西区戸切2-14-45

092-811-3331

45

社会医療法人財団池友会

福岡県北九州市門司区大里新町2-5

093-391-8005

46

独立行政法人労働者健康安全機構

福岡県北九州市小倉南区曽根北町1-1

093-471-1121

47

社会医療法人陽明会

福岡県京都郡苅田町大字新津1400

0930-25-3213

48

健和会京町病院

福岡県京都郡苅田町京町2-21-1

093-436-2111

49

独立行政法人労働者健康安全機構

福岡県北九州市門司区東港町3-1

093-331-3461

50

一般社団法人日本海員掖済会

福岡県北九州市門司区清滝1-3-1

093-321-0984

51

社会医療法人北九州病院

福岡県北九州市小倉北区上富野3-19-1

093-511-7385

52

一般社団法人北九州市小倉医師会

福岡県北九州市小倉北区中島1-19-17

093-551-3185

53

医療法人敬天会

福岡県北九州市小倉南区守恒本町1-3-1

093-962-1008

54

一般財団法人平成紫川会

福岡県北九州市小倉北区浅野3-2-1

093-511-3255

55

一般財団法人

福岡県北九州市小倉北区室町3-1-2

093-561-0030

56

医療法人心愛

福岡県北九州市小倉北区熊谷町2-1-4

093-952-2288

57

健和会大手町病院

福岡県北九州市小倉北区大手町15-1

093-592-5515

58

一般社団法人日本健康倶楽部北九州支部診療所

福岡県北九州市戸畑区中原西3-3-16

093-616-9012

59

医療法人医和基会

福岡県北九州市戸畑区福柳木1-3-33

093-871-2760

60

公益財団法人健和会

福岡県北九州市戸畑区新池1-5-5

093-881-8181

61

社会医療法人

共愛会

福岡県北九州市戸畑区小芝2-5-1

093-871-6025

62

一般財団法人

九州健康総合センター

福岡県北九州市八幡東区平野1-11-1

093-672-6210

63

一般財団法人西日本産業衛生会

福岡県北九州市八幡東区東田1-4-8八幡健診プラザ

093-671-8100

64

医療法人

福岡県北九州市八幡西区菅原町5-1

093-645-1310

65

社会医療法人財団池友会

福岡県遠賀郡水巻町立屋敷1-2-1

093-203-2252

66

産業医科大学病院

福岡県北九州市八幡西区医生ｹ丘1-1

093-691-7487

67

医療法人寿芳会

芳野病院

福岡県北九州市若松区本町2-15-6

093-751-2606

68

医療法人秋桜会

新中間病院

福岡県中間市通谷1-36-1

093-245-5501

69

医療法人社団廣徳会

福岡県糟屋郡宇美町明神坂1-2-1

092-932-0025

70

志免王子クリニック

福岡県糟屋郡志免町南里1-7-8

092-937-5777

71

社会医療法人栄光会

栄光病院

福岡県糟屋郡志免町別府西3-8-15

092-935-0147

72

医療法人社団正信会

水戸病院

福岡県糟屋郡須恵町大字旅石115-483

092-935-3799

73

医療法人

福岡県粕屋郡粕屋町花ｹ浦2-10-10

092-938-1900

74

社会医療法人青洲会

福岡青洲会病院

福岡県粕屋郡粕屋町長者原西4-11-8

75

医療法人社団三誠会

ひまわり病院

福岡県糟屋郡粕屋町長者原東1丁目10番3号

092-938-1311

76

医療法人井上会

福岡県粕屋郡篠栗町大字尾仲94

092-947-0711

77

一般財団法人西日本産業衛生会

福岡県粕屋郡篠栗町大字田中275

092-947-0511

78

宗像水光会総合病院

総合健診センター

福岡県福津市日蒔野5-8-4

0940-34-3100

79

医療法人社団宗正会

東福間病院

福岡県福津市津丸1164-3

0940-43-1311

80

宗像医師会病院

福岡県宗像市田熊5-5-3

0940-37-0007

西福岡病院
村上華林堂病院
新小文字病院
九州労災病院

御所病院

九州労災病院門司メディカルセンター

門司掖済会病院

北九州小倉病院
小倉医師会健診センター

東和病院
小倉記念病院

西日本産業衛生会

北九州健診診療所

戸畑総合病院
戸畑けんわ病院
とばたクリニック

北九州産業衛生診療所

有吉クリニック
福岡新水巻病院

岡部病院

尾石内科消化器科医院

篠栗病院

健診センター

若杉病院

総合健康センター1F

水光会ウェルネスセンター2F

左記のうち人間
ドック・節目健
診を受診できる
機関（※２）

○

○

○

092-939-5539

○

実施機関名
81

医療法人社団原道会

82

医療法人光洋会

83

摩利支病院

所在地

電話番号

福岡県宗像市東郷6-2-10

0940-36-4150

赤間病院

福岡県宗像市石丸1-6-7

0940-32-2206

遠賀中間医師会

おんが病院

福岡県遠賀郡遠賀町尾崎1725-2

093-282-0121

84

医療法人春成会

樋口病院

福岡県春日市紅葉ヶ丘東1-86

092-572-0343

85

医療法人徳洲会

福岡徳洲会病院

福岡県春日市須玖北4-5

092-573-6622

86

医療法人芙蓉会

筑紫南ヶ丘病院

福岡県大野城市大字牛頚1034-5

092-595-0595

87

医療法人徳洲会

二日市徳洲会病院

福岡県筑紫野市二日市中央4-8-25

092-922-2531

88

医療法人文杏堂

杉病院

福岡県筑紫野市二日市中央1-3-2

092-923-6666

89

医療法人悠水会

水城病院

福岡県太宰府市通古賀3丁目10番1号

092-922-2050

90

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

福岡県筑紫野市湯町3-13-1

092-923-1551

91

医療法人ユーアイ

福岡県嘉麻市鴨生532

0948-42-1114

92

医療法人

福岡県嘉穂郡桂川町大字土師28

0948-62-2788

93

飯塚病院

福岡県飯塚市芳雄町3-83

0948-29-8009

94

嘉麻赤十字病院

福岡県嘉麻市上山田1237

0948-52-0861

95

独立行政法人地域医療機能推進機構福岡ゆたか中央病院

福岡県直方市感田523-5

0949-26-2327

96

医療法人相生会

福岡県宮若市本城1636

0949-32-3006

97

特定医療法人起生会

福岡県行橋市宮市町2-5

0930-23-2748

98

社会医療法人財団池友会

福岡県行橋市道場寺1411

0930-24-8899

99

医療法人森和会

福岡県行橋市西宮市5-5-42

0930-26-7111

100 独立行政法人地域医療機能推進機構久留米総合病院

福岡県久留米市櫛原町21番地

0942-33-1211

101 医療法人松風海

福岡県久留米市西町1164-1

0942-39-7711

西野病院

石田病院

宮田病院
大原病院
新行橋病院

行橋中央病院

内藤クリニック

102 社会医療法人雪の聖母会

聖マリアヘルスケアセンター国際保健センター

福岡県久留米市津福本町448-5

0942-36-0721

103 社会医療法人聖ルチア会

聖ルチア病院

福岡県久留米市津福本町1012

0942-33-1581

104 社会医療法人天神会

新古賀クリニック

福岡県久留米市天神町106-1

0942-35-3170

105 医療法人社団高邦会

高木病院

福岡県大川市大字酒見141-11

0944-87-9490

106 医療法人清和会

長田病院

福岡県柳川市下宮永町523-1

0944-72-3863

107 医療法人柳育会

新やなぎ健診クリニック

福岡県八女市吉田134-1

0943-23-6977

108 医療法人柳育会

柳病院

福岡県八女市吉田2-1

0943-23-2176

109 公立八女総合病院

福岡県八女市高塚540-2

0943-23-4131

110 医療法人悠久会

福岡県大牟田市明治町3-7-5

0944-53-5461

福岡県大牟田市天領町1-113-1

0944-53-6220

福岡県大牟田市田隈810

0944-53-2626

福岡県大牟田市大字田隈950-1

0944-56-1119

福岡県大牟田市大字歴木1841

0944-53-5111

111 社会保険

大牟田共立病院

大牟田天領病院

健診センター

112 社会福祉法人恩賜財団済生会支部
113 医療法人シーエムエス

福岡県済生会大牟田病院

114 医療法人福岡輝生会

杉循環器科内科病院
大牟田中央病院

115 医療法人親仁会

米の山病院

福岡県大牟田市歴木4-10

0944-41-1315

116 医療法人静光園

白川病院

福岡県大牟田市上白川町1-146

0944-68-2743

福岡県朝倉市甘木151-4

0946-22-5511

福岡県朝倉市甘木667

0946-22-5550

福岡県朝倉市来春422-1

0946-28-7067

福岡県小郡市山隈字弥八郎273-11

0942-73-0011

117 医療法人社団

医王会

118 医療法人社団俊聖会

朝倉健生病院
甘木中央病院

119 朝倉医師会病院
120 医療法人社団豊泉会

丸山病院

左記のうち人間
ドック・節目健
診を受診できる
機関（※２）

○

○

実施機関名
121 医療法人社団シマダ

嶋田病院

所在地

電話番号

福岡県小郡市小郡217-1

0942-72-2375

122 社会医療法人弘恵会ヨコクラ病院

福岡県みやま市高田町濃施480-2

0944-22-5811

123 社会医療法人

福岡県久留米市宮ﾉ陣3-3-8

0942-38-3333

福岡県久留米市新合川2-2-18

0942-43-5199

福岡県久留米市田主丸町益生田892

0943-72-2727

福岡県うきは市吉井町216-2

0943-75-3165

天神会

124 社会医療法人社団高野会

古賀病院２１

125 医療法人聖峰会

くるめ病院

田主丸中央病院

地域保健センター

126 医療法人社団宗仁会筑後吉井こころホスピタル
127 公益財団法人福岡県すこやか健康事業団

福岡国際総合健診センター（久留米） 福岡県久留米市百年公園1-1久留米リサーチセンタービル事務所棟3F

0942-35-8195

※１特定健診を受診できる健診機関を一部抜粋して掲載しています。健診機関を選ぶ際の参考にしてください。
特定健診の健診機関は、 『福岡市職員共済組合ホームページ⇒特定健診の健診機関』 にも掲載しています。
年度途中で健診機関が追加・廃止となる場合もありますので、受診前に必ず健診機関にご確認ください。
※２ 人間ドック・節目健診を受診するには、別途手続きが必要です。申込方法は、上記と同じく共済⇒人間ドック・節目健診に掲載しています。

左記のうち人間
ドック・節目健
診を受診できる
機関（※２）

