
認定番号 種別 診療施設名 所在地 指導施設名

6019-01 関連施設 小倉記念病院 福岡県北九州市小倉北区浅野3-2-1 山口大学医学部附属病院

7002-00 認定施設 北九州市立医療センター 福岡県北九州市小倉北区馬借2-1-1

7002-01 関連施設 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 北九州市立医療センター

7002-03 関連施設 九州労災病院 福岡県北九州市小倉南区曽根北町1番1号 北九州市立医療センター

7002-04 関連施設 九州鉄道記念病院 福岡県北九州市門司高田2-1-1 北九州市立医療センター

7003-00 認定施設 独立行政法人国立病院機構 九州がんセンター 福岡県福岡市南区野多目 3-1-1

7007-00 認定施設 九州大学病院 福岡県福岡市東区馬出 3-1-1

7007-01 関連施設 社会医療法人雪の聖母会聖マリア病院 福岡県久留米市津福本町 422 九州大学病院

7007-04 関連施設 しぶた乳腺クリニック 福岡県福岡市西区内浜1-1-5 九州大学病院 

7007-05 関連施設 宗像医師会病院 福岡県宗像市田熊 5-5-3 九州大学病院

7008-00 認定施設 医療法人にゅうわ会及川病院 福岡県福岡市中央区平尾 2-21-16

7012-00 認定施設 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

7012-01 関連施設 宗像水光会総合病院 福岡県福津市日蒔野5丁目7番地の1 久留米総合病院

7012-02 関連施設 公立八女総合病院 福岡県八女市大字高塚 540-2 久留米総合病院

7012-03 関連施設 大牟田市立病院 福岡県大牟田市宝坂町 2-19-1 久留米総合病院

7012-04 関連施設 朝倉医師会病院 福岡県朝倉市来春 422-1 久留米総合病院

7012-05 関連施設 医療法人メディカルキューブ平井外科産婦人科 福岡県大牟田市明治町3丁目8-7 久留米総合病院

7012-06 関連施設 よこやま外科乳腺クリニック 福岡県三潴郡大木町八町牟田481 久留米総合病院

7015-00 認定施設 社会医療法人財団池友会福岡和白病院 福岡県福岡市東区和白丘 2-2-75

7016-00 認定施設 久留米大学病院 福岡県久留米市旭町 67

7016-01 関連施設 田山メディカルクリニック 福岡県久留米市津福本町60-3 久留米大学病院

7017-00 認定施設 福岡大学病院 福岡県福岡市城南区七隈 7-45-1

7017-01 関連施設 福岡徳洲会病院 福岡県春日市須玖北 4-5 福岡大学病院

7017-02 関連施設 社会医療法人共愛会戸畑共立病院 福岡県北九州市戸畑区沢見2-5-1 福岡大学病院

7017-03 関連施設 福岡大学筑紫病院 福岡県筑紫野市俗明院1-1-1 福岡大学病院

7017-04 関連施設 福岡山王病院 福岡県福岡市早良区百道浜 3-6-45 福岡大学病院

7029-00 認定施設 公立学校共済組合九州中央病院 福岡県福岡市南区塩原 3-23-1

7034-00 認定施設 黒木クリニック 福岡県福岡市東区箱崎 1-3-6

7034-01 関連施設 国家公務員共済組合連合会千早病院 福岡県福岡市東区千早 2-30-1 黒木クリニック

7036-00 認定施設 福岡赤十字病院 福岡県福岡市南区大楠 3-1-1

7038-00 認定施設 製鉄記念八幡病院 福岡県北九州市八幡東区春の町1-1-1

7039-00 認定施設 福岡県済生会福岡総合病院 福岡県福岡市中央区天神 1-3-46

7043-00 認定施設 社会医療法人財団白十字会白十字病院 福岡県福岡市西区石丸 3-2-1

7046-00 認定施設 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

7046-01 関連施設 社会医療法人北九州総合病院 福岡県北九州市小倉北区東城野１－１ 産業医科大学病院

7047-00 認定施設 社会医療法人天神会新古賀病院 福岡県久留米市天神町 120

7047-01 関連施設 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 新古賀病院

7048-00 認定施設 医療法人原三信病院 福岡県福岡市博多区大博町 1-8

7050-00 認定施設 JCHO九州病院 福岡県北九州市八幡西区岸の浦1-8-1

7051-00 認定施設 島田乳腺クリニック 福岡県北九州市八幡東区荒生田2-3-8

7052-00 認定施設 国家公務員共済組合連合会浜の町病院 福岡県福岡市中央区長浜3-3-1

7058-00 認定施設 独立行政法人国立病院機構 九州医療センター 福岡県福岡市中央区地行浜 1-8-1

7059-00 認定施設 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

7067-02 関連施設 社会医療法人青洲会福岡青洲会病院 福岡県糟屋郡粕屋町長者原西4-11-8 国立病院機構佐賀病院

7070-00 認定施設 飯塚病院 福岡県飯塚市芳雄町 3-83

7073-00 認定施設 糸島医師会病院 福岡県糸島市浦志532-1

7073-01 関連施設 医療法人社団昭友会たなかクリニック 福岡県糸島市神在1378-3 糸島医師会病院

7080-00 認定施設 独立行政法人国立病院機構 小倉医療センター 福岡県北九州市小倉南区春ヶ丘10-1

7081-00 認定施設 社会保険　田川病院 福岡県田川市上本町 10-18

認定番号 種別 診療施設名 所在地 指導施設名

7007-03 関連施設 佐賀大学医学部附属病院 佐賀県佐賀市鍋島 5-1-1 九州大学病院

7012-07 関連施設 独立行政法人地域医療機能推進機構佐賀中部病院 佐賀県佐賀市兵庫南3丁目8-1 久留米総合病院

7031-04 関連施設 独立行政法人国立病院機構嬉野医療センター 佐賀県嬉野市嬉野町大字下宿甲 4279-3 長崎大学病院

7067-00 認定施設 独立行政法人国立病院機構 佐賀病院 佐賀県佐賀市日の出 1-20-1

7067-01 関連施設 あじさいクリニック乳腺外科 佐賀県佐賀市駅前中央1-4-17コムボックス佐賀駅前2F 国立病院機構佐賀病院　

7068-00 認定施設 唐津赤十字病院 佐賀県唐津市和多田2430

7074-00 認定施設 佐賀県医療センター好生館 佐賀県佐賀市嘉瀬町大字中原 400

7079-00 認定施設 こいけクリニック 佐賀県佐賀市兵庫北2丁目19-12

7079-01 関連施設 医療法人仁和会小池病院 佐賀県佐賀市嘉瀬町中原 1922-2 こいけクリニック

7085-00 認定施設 社会医療法人祐愛会織田病院 佐賀県鹿島市大字高津原4306

認定番号 種別 診療施設名 所在地 指導施設名

7005-00 認定施設 日本赤十字社長崎原爆病院 長崎県長崎市茂里町 3-15

7031-00 認定施設 長崎大学病院 長崎県長崎市坂本 1-7-1

7031-01 関連施設 医療法人福田ゆたか外科医院 長崎県長崎市浜口町3-5 長崎大学病院

7031-02 関連施設 独立行政法人地域医療機能推進機構諫早総合病院 長崎県諌早市永昌東町 24-1 長崎大学病院

7031-03 関連施設 聖フランシスコ病院 長崎県長崎市小峰町 9-20 長崎大学病院

7060-00 認定施設 地方独立行政法人長崎市立病院機構長崎みなとメディカルセンター 長崎県長崎市新地町 6-39

7069-00 認定施設 地方独立行政法人佐世保市総合医療センター 長崎県佐世保市平瀬町 9-3

7083-00 認定施設 社会医療法人財団白十字会佐世保中央病院 長崎県佐世保市大和町 15

福岡県

佐賀県

長崎県

熊本県



認定番号 種別 診療施設名 所在地 指導施設名

7004-00 認定施設 熊本大学医学部附属病院 熊本県熊本市中央区本荘 1-1-1

7004-01 関連施設 国家公務員共済組合連合会熊本中央病院 熊本県熊本市南区田井島1-5-1 熊本大学医学部附属病院

7004-02 関連施設 独立行政法人地域医療機能推進機構人吉医療センター 熊本県人吉市老神町 35 熊本大学医学部附属病院

7004-03 関連施設 国保水俣市立総合医療センター 熊本県水俣市天神町 1-2-1 熊本大学医学部附属病院

7004-04 関連施設 むらたクリニック 熊本県八代市横手本町 2-1 熊本大学医学部附属病院

7004-05 関連施設 独立行政法人地域医療機能推進機構天草中央総合病院 熊本県天草市東町 101 熊本大学医学部附属病院

7004-07 関連施設 独立行政法人国立病院機構 熊本医療センター 熊本県熊本市中央区二の丸 1-5 熊本大学医学部附属病院

7004-08 関連施設 独立行政法人地域医療機能推進機構熊本総合病院 熊本県八代市通町10番10号 熊本大学医学部附属病院

7004-09 関連施設 天草郡市医師会立天草地域医療センター 熊本県天草市亀場町食場 854-1 熊本大学医学部附属病院

7004-10 関連施設 熊本赤十字病院 熊本県熊本市東区長嶺南 2-1-1 熊本大学医学部附属病院

7007-02 関連施設 医療法人藤杏会伊藤医院 熊本県荒尾市四ッ山町 3-5-2 九州大学病院

7071-00 認定施設 医療法人創起会くまもと森都総合病院 熊本県熊本市中央区大江3-2-65

7071-01 関連施設 医療法人社団秋月会みわクリニック 熊本県熊本市中央区帯山 5-8-22 くまもと森都総合病院

7071-02 関連施設 医療法人社団世安会くまもと乳腺・胃腸外科病院 熊本県熊本市中央区南熊本4丁目3-5 くまもと森都総合病院

7078-00 認定施設 独立行政法人労働者健康安全機構熊本労災病院 熊本県八代市竹原町 1670

7084-00 認定施設 熊本市立熊本市民病院 熊本県熊本市東区東町4-1-60

認定番号 種別 診療施設名 所在地 指導施設名

7014-00 認定施設 医療法人うえお乳腺外科 大分県大分市羽屋 188-2

7014-01 関連施設 日田中央病院 大分県日田市淡窓 2-5-17 うえお乳腺外科

7027-00 認定施設 大分県立病院 大分県大分市豊饒 476

7027-01 関連施設 独立行政法人国立病院機構 大分医療センター 大分県大分市横田 2-11-45 大分県立病院

7066-00 認定施設 中津市立中津市民病院 大分県中津市大字下池永 173

7072-00 認定施設 社会福祉法人恩賜財団済生会支部大分県済生会日田病院 大分県日田市大字三和 643-7

7076-00 認定施設 大分県厚生連鶴見病院 大分県別府市大字鶴見 4333

7077-00 認定施設 大分大学医学部附属病院 大分県由布市挟間町医大ヶ丘 1-1

7086-00 認定施設 九州大学病院別府病院 大分県別府市鶴見原4546

認定番号 種別 診療施設名 所在地 指導施設名

7004-06 関連施設 宮崎県立延岡病院 宮崎県延岡市新小路 2-1-10 熊本大学医学部附属病院

7018-00 認定施設 さがら病院宮崎 宮崎県宮崎市丸山 2-112-1

7018-01 関連施設 ブレストセンターさがらクリニック延岡 宮崎県延岡市恒富町 4-26 さがら病院宮崎

7018-02 関連施設 ブレストセンターさがらクリニック宮﨑 宮崎県宮崎市大工1丁目10番28号　ひむかワールドビル6階 さがら病院宮崎

7064-00 認定施設 県立宮崎病院 宮崎県宮崎市北高松町 5-30

7082-00 認定施設 宮崎大学医学部附属病院 宮崎県宮崎市清武町木原 5200

7082-01 関連施設 宮崎県立日南病院 宮崎県日南市木山1丁目9番5号 宮崎大学医学部附属病院

認定番号 種別 診療施設名 所在地 指導施設名

7011-00 認定施設 社会医療法人博愛会相良病院 鹿児島県鹿児島市松原町 3-31

7011-01 関連施設 博愛会さがらパース通りクリニック 鹿児島県鹿児島市新屋敷町 26-13 相良病院

7020-00 認定施設 鹿児島大学病院 鹿児島県鹿児島市桜ヶ丘 8-35-1

7020-01 関連施設 医療法人あさひ会かねこクリニック 鹿児島県鹿児島市上荒田町 8-6 鹿児島大学病院

7020-02 関連施設 鹿児島市立病院 鹿児島県鹿児島市上荒田町37-1 鹿児島大学病院

7020-03 関連施設 医療法人あさひ会金子病院 鹿児島県いちき串木野市照島6002番地 鹿児島大学病院

7020-04 関連施設 県立大島病院 鹿児島県奄美市名瀬真津町18-1 鹿児島大学病院

7020-05 関連施設 済生会川内病院 鹿児島県薩摩川内市原田町2-46 鹿児島大学病院

認定番号 種別 診療施設名 所在地 指導施設名

7001-00 認定施設 医療法人那覇西会那覇西クリニック 沖縄県那覇市赤嶺 2-1-9

7001-01 関連施設 沖縄赤十字病院 沖縄県那覇市与儀 1-3-1 那覇西クリニック

7025-00 認定施設 医療法人　月桃会宮良クリニック 沖縄県浦添市伊祖 2-3-1

7025-01 関連施設 沖縄県立中部病院 沖縄県うるま市字宮里 281 宮良クリニック

7030-00 認定施設 地方独立行政法人那覇市立病院 沖縄県那覇市古島 2-31-1

7030-01 関連施設 医療法人沖縄徳洲会中部徳洲会病院 沖縄県中頭郡北中城村字比嘉801番地 那覇市立病院

7030-02 関連施設 沖縄協同病院 沖縄県那覇市古波蔵 4-10-55 那覇市立病院

7030-03 関連施設 医療法人　幸正会マンマ家クリニック 沖縄県浦添市経塚633番地メディカルKプラザ2階 那覇市立病院

7030-04 関連施設 琉球大学医学部附属病院 沖縄県中頭郡西原町上原 207 那覇市立病院

7030-05 関連施設 社会医療法人かりゆし会ハートライフ病院 沖縄県中頭郡中城村伊集 208 那覇市立病院

7030-06 関連施設 公益社団法人北部地区医師会北部地区医師会病院 沖縄県名護市字字茂佐1712-3 那覇市立病院

7063-00 認定施設 社会医療法人敬愛会中頭病院 沖縄県沖縄市字登川610番地

7063-01 関連施設 社会医療法人友愛会友愛医療センター 沖縄県豊見城市字与根50番地5 中頭病院

7065-00 認定施設 社会医療法人仁愛会浦添総合病院 沖縄県浦添市伊祖 4-16-1

鹿児島県

沖縄県

大分県

宮崎県


