
◇糖尿病精密検査を受けられる方へ

医療機関名 住　　　所 電話番号
医療法人笙船会　飯盛内科 佐賀県佐賀市多布施２丁目６番２４号 0952-23-2095
池田内科・消化器科 佐賀県佐賀市若宮３丁目１番２４号 0952-31-1222
池田内科皮膚科医院 佐賀県佐賀市嘉瀬町大字扇町２３８３番地 0952-23-0239
（医療法人ﾒﾃﾞｨｽﾏｲﾙ）いのうえ内科泌尿器科クリニック 佐賀県佐賀市久保田町大字徳万１６３９番地１ 0952-68-2466
医療法人春陽会  上村病院 佐賀県佐賀市兵庫町大字渕１９０３番地１ 0952-33-0099
（医療法人）内田クリニック 佐賀県佐賀市高木瀬町大字東高木２４１番地２ 0952-36-6100
江頭クリニック 佐賀県佐賀市川副町大字鹿江９９０番地１ 0952-45-1311
医療法人 江頭外科内科胃腸科 佐賀県佐賀市大和町大字尼寺２９０７番地１ 0952-62-3366
江口医院 佐賀県佐賀市神野東１丁目５番１号 0952-23-3005
医療法人源勇会  枝國医院 佐賀県佐賀市川副町大字早津江２６５番地 0952-45-1521
医療法人　えとう内科・循環器内科 佐賀県佐賀市神野東４丁目３番１９号 0952-33-8177
遠藤内科 佐賀県佐賀市本庄町大字本庄５３９番地１ 0952-24-7021
沖田眼科医院 佐賀県佐賀市高木瀬東２丁目１５番２号 0952-31-8467
小野病院 佐賀県佐賀市巨勢町大字牛島２４４番地７ 0952-24-3371
かじはら内科クリニック 佐賀県佐賀市八戸溝２丁目１０番２号 0952-36-8536
医療法人  加藤眼科医院 佐賀県佐賀市若宮２丁目１７番２号 0952-32-2401
神田胃腸科内科医院 佐賀県佐賀市蓮池町大字蓮池３６５番地７ 0952-97-0019
（医療法人長晴会）木下医院 佐賀県佐賀市久保泉町大字上和泉２２３２番地１ 0952-98-0135
木村医院 佐賀県佐賀市久保泉町大字下和泉１９３１番地 0952-98-1234
黒沢内科医院 佐賀県佐賀市北川副町大字光法１５９７番地 0952-26-1723
医療法人九曜会　こが内科こどもクリニック 佐賀県佐賀市西与賀町大字厘外８５９番地１５ 0952-24-0541
斉藤医院 佐賀県佐賀市諸富町大字大堂２１４番地 0952-47-2003
坂井医院 佐賀県佐賀市川副町大字犬井道６１５番地ロ 0952-45-0040
医療法人社団敬愛会  佐賀記念病院 佐賀県佐賀市高木瀬町大字長瀬１２４０番地１ 0952-31-7771
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番地 0952-24-2171
佐賀市立富士大和温泉病院 佐賀県佐賀市富士町大字梅野１７２１番地１ 0952-63-0111
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番１号 0952-28-5311
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丁目２０番１号 0952-30-7141
さとうクリニック 佐賀県佐賀市川副町大字南里３７２番地１ 0952-45-8000
医療法人正和会　志田病院 佐賀県佐賀市水ヶ江２丁目７番２３号 0952-23-3720
正島脳神経外科病院 佐賀県佐賀市鍋島１丁目３番１０号 0952-32-0035
（医療法人朝霧会）じんの内医院 佐賀県佐賀市新郷本町２４番３号 0952-24-2225
陣内胃腸科内科医院 佐賀県佐賀市新栄西２丁目１番２号 0952-29-2226
陣内内科・小児科クリニック 佐賀県佐賀市若宮３丁目５番１７号 0952-30-6171
医療法人  清和医院 佐賀県佐賀市大和町大字久池井２５５２番地１ 0952-62-6072
医療法人　せとぐち内科 佐賀県佐賀市久保田町大字久保田１３０番地６ 0952-51-3111
医療法人同愛会  副島病院 佐賀県佐賀市大財１丁目６番６０号 0952-24-5251
医療法人  高柳内科・整形外科 佐賀県佐賀市嘉瀬町大字十五２２９１番地１ 0952-23-6563
たんぽぽクリニック 佐賀県佐賀市若宮１丁目１９番２９号 0952-36-9206
医療法人　千葉内科循環器科 佐賀県佐賀市天神２丁目３番３８号 0952-22-7531
鶴田眼科医院 佐賀県佐賀市川副町大字小々森９６０番地１ 0952-34-7511
鶴田内科 佐賀県佐賀市日の出１丁目１４番１３号 0952-31-3868
鶴田内科循環器科医院 佐賀県佐賀市川副町大字小々森９６０番地７ 0952-45-7567
寺田内科 佐賀県佐賀市大財１丁目８番３０号 0952-24-5288
内藤医院北山診療所 佐賀県佐賀市富士町大字大野１０６０番地２３ 0952-57-2226
医療法人  永江内科小児科医院 佐賀県佐賀市開成１丁目４番２号 0952-30-2211
医療法人　中尾医院 佐賀県佐賀市中央本町１番２２号 0952-23-3213
医療法人　永田天寿堂医院 佐賀県佐賀市諸富町大字大堂７３番地 0952-47-2253
医療法人  中西内科 佐賀県佐賀市大和町大字尼寺２２５７番地８ 0952-62-0029
中原胃腸科内科 佐賀県佐賀市城内１丁目５番９号 0952-29-8008
中山内科クリニック 佐賀県佐賀市高木瀬西４丁目６番１４号 0952-36-5439
（医療法人至誠会） なゆたの森病院 佐賀県佐賀市本庄町大字本庄２６９番地１ 0952-20-6000
医療法人社団恵風会  西村医院 佐賀県佐賀市兵庫町大字瓦町９７１番地 0952-25-0147
乘富医院 佐賀県佐賀市長瀬町３番１５号 0952-24-2605
（医療法人源流会）橋野医院 佐賀県佐賀市高木瀬東５丁目１７番１５号 0952-31-0007
（医療法人）服巻胃腸科内科 佐賀県佐賀市中の小路９番１８号 0952-23-2370
日浦呼吸器科内科小児科医院 佐賀県佐賀市鍋島２丁目１２番３１号 0952-34-1400
医療法人　ひさとみ内科クリニック 佐賀県佐賀市鍋島３丁目６番１３号 0952-36-8426
ひさのう循環器・内科 佐賀県佐賀市鍋島１丁目５番１号 0952-33-0020
平野医院 佐賀県佐賀市北川副町大字光法１２５９番地 0952-23-2251
医療法人  平林胃腸科外科 佐賀県佐賀市下田町２番２３号 0952-22-5390
（医療法人福翔会）福岡病院 佐賀県佐賀市開成６丁目１４番１０号 0952-31-4611
医療法人  福田医院 佐賀県佐賀市木原２丁目２３番１号 0952-26-4611
（医療法人前山メディカル）前山医院 佐賀県佐賀市川原町５番１７号 0952-23-2348
松永内科医院 佐賀県佐賀市高木瀬西１丁目３番２５号 0952-31-1940
溝口クリニック 佐賀県佐賀市大和町大字川上５２８３番地３ 0952-51-2661
（医療法人）満岡内科クリニック 佐賀県佐賀市大和町大字尼寺８４８番地１１ 0952-51-2922
みね内科循環器科クリニック 佐賀県佐賀市高木瀬大字東高木２３１番地１２ 0952-37-3986
医療法人洋友会  宮原内科 佐賀県佐賀市久保田町大字新田１４６８番地 0952-68-3507
森医院 佐賀県佐賀市八戸２丁目１番１３号 0952-28-7383
医療法人社団真仁会  諸隈病院 佐賀県佐賀市水ケ江２丁目６番２２号 0952-22-5500
（医療法人純伸会）矢ヶ部医院 佐賀県佐賀市木原３丁目２番１１号 0952-29-6121
やつぎ外科内科クリニック 佐賀県佐賀市長瀬町９番２５号 0952-23-2895
山口クリニック 佐賀県佐賀市鍋島４丁目１番８号 0952-33-2626
医療法人　山口内科クリニック 佐賀県佐賀市大和町大字久池井９８７番地４ 0952-62-9885
ゆたか内科消化器科クリニック 佐賀県佐賀市兵庫南１丁目２０番１５号 0952-41-7355

※佐賀県医師会では、保険者等が実施している特定健康診査などで、糖尿病精密検査受診対象者と判定された方に対して、精密検査及び一次診

療を行う（いずれも保険診療）「佐賀県医師会推薦糖尿病医療機関」登録制度を実施しています。
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医療機関名 住　　　所 電話番号
医療法人　吉本クリニック 佐賀県佐賀市堀川町１番１０号 0952-25-1105
医療法人  力武クリニック 佐賀県佐賀市開成３丁目５番５号 0952-32-5500
医療法人　いのうえ内科クリニック 佐賀県唐津市町田１丁目８番５号 0955-70-1765
医療法人友和会  今村医院 佐賀県唐津市神田２２０２番地２０ 0955-74-1573
井本整形外科・内科クリニック 佐賀県唐津市東城内１７番２６号 0955-74-8700
医療法人希清会　岩本内科 佐賀県唐津市海岸通７１８２番地３０６ 0955-72-2877
医療法人至誠堂  宇都宮病院 佐賀県唐津市厳木町本山３８６番地１ 0955-63-2515
大庭医院 佐賀県唐津市呼子町呼子３５９０番地５ 0955-82-3811
おだくらクリニック 佐賀県唐津市大名小路３０８番地８ 0955-72-2012
加藤眼科医院 佐賀県唐津市西城内６番４３号 0955-72-2009
（医療法人松籟会） 河畔病院 佐賀県唐津市松南町１１９番地２ 0955-77-2611
唐津市民病院きたはた 佐賀県唐津市北波多徳須恵１４２４番地１ 0955-64-2611
唐津赤十字病院 佐賀県唐津市和多田２４３０番地 0955-72-5111
岸川内科 佐賀県唐津市湊町７６９番地１ 0955-79-0982
医療法人　北島内科 佐賀県唐津市和多田用尺１２番３１号 0955-73-2477
医療法人  きりの内科小児科クリニック 佐賀県唐津市山本１５６１番地１ 0955-78-0021
医療法人  久間内科 佐賀県唐津市和多田天満町１丁目１番３号 0955-72-7310
黒崎医院 佐賀県唐津市浦５０６３番地１ 0955-72-4313
医療法人  桑原医院 佐賀県唐津市浜玉町浜崎１０６７番地１ 0955-56-8761
社会福祉法人恩賜財団済生会唐津病院 佐賀県唐津市元旗町８１７番地 0955-73-3175
（医療法人なごみ会）酒井医院 佐賀県唐津市大名小路５番３号 0955-72-5445
医療法人賛健会　城内病院 佐賀県唐津市南城内２番１７号 0955-79-8550
医療法人愛仁会  新屋敷病院 佐賀県唐津市相知町町切８９８番地３ 0955-63-3131
関医院 佐賀県唐津市船宮町２３０２番地３３ 0955-72-8265
医療法人  田渕医院 佐賀県東松浦郡玄海町大字諸浦６番地１ 0955-52-2311
長生堂渡辺医院 佐賀県唐津市海岸通７１８２番地５８ 0955-72-2770
（医療法人誠仁会）なばたけ冬野クリニック 佐賀県唐津市菜畑３６６０番地１ 0955-75-2220
医療法人  成瀬胃腸科内科クリニック 佐賀県唐津市鏡３５００番地１ 0955-77-1171
医療法人春陽会　野口内科 佐賀県唐津市大名小路２番４４号 0955-72-2314
医療法人清心会  服巻医院 佐賀県唐津市船宮町２５８８番地３ 0955-72-2360
日髙内科循環器科医院 佐賀県唐津市鏡２６５２番地１ 0955-77-6013
医療法人  平川病院 佐賀県唐津市山本６４４番地５ 0955-78-0026
ふじい胃腸内科小児科 佐賀県唐津市大石町２４１４番地 0955-74-2370
医療法人修腎会  藤﨑病院 佐賀県唐津市栄町２５７６番地９ 0955-72-5125
藤松眼科 佐賀県唐津市平野町１４４５番地 0955-74-4864
医療法人尚誠会　冬野病院 佐賀県唐津市相知町相知２２６４番地 0955-62-3211
堀田医院 佐賀県東松浦郡玄海町大字今村６１１６番地 0955-52-6111
宮崎外科胃腸科 佐賀県唐津市新興町６８番地 0955-72-8115
森永医院 佐賀県唐津市相知町相知３０６０番地１ 0955-62-2528
森永胃腸科医院 佐賀県唐津市東唐津３丁目１番１３号 0955-73-2001
山下町クリニック 佐賀県唐津市山下町１１４１番地２ 0955-72-4478
悠悠クリニック 佐賀県唐津市鏡２５３７番地 0955-77-0949
医療法人　吉田内科クリニック 佐賀県唐津市紺屋町１６７５番地２ 0955-79-5500
吉富外科胃腸科医院 佐賀県唐津市千代田町２５８３番地５ 0955-72-4328
医療法人元生會　脇山内科 佐賀県唐津市町田１丁目２３９８番地２ 0955-72-4780
渡辺内科 佐賀県唐津市肥前町入野９１５番地７ 0955-54-0016
あおぞらクリニック 佐賀県三養基郡みやき町原古賀１０６８番地４ 0942-94-9811
池田胃腸科外科 佐賀県三養基郡基山町大字小倉５４５番地５５ 0942-92-2308
医療法人  石田医院 佐賀県鳥栖市古賀町３６６番地１ 0942-82-2722
いとうクリニック 佐賀県鳥栖市轟木町１３８３番地 0942-81-2088
医療法人鵬之風　いのくち医院 佐賀県三養基郡みやき町簑原２９４６－１ 0942-94-4677
（医療法人社団如水会）今村病院 佐賀県鳥栖市轟木町１５２３番地６ 0942-82-5550
医療法人仁徳会　今村病院 佐賀県鳥栖市本通町１丁目８５５番地１０ 0942-83-3771
医療法人回生会　うえきクリニック 佐賀県三養基郡上峰町大字坊所１５７０番地５５ 0952-51-1881
（医療法人）上野クリニック 佐賀県三養基郡みやき町大字簑原１６７６番地７ 0942-94-5085
梅野医院 佐賀県三養基郡みやき町大字寄人４０９番地５ 0942-96-2373
（医療法人太啓会）大園内科医院 佐賀県鳥栖市萱方町１５８番地１０ 0942-87-8888
おおば内科・循環器科医院 佐賀県三養基郡みやき町大字白壁字一本松232番地2 0942-50-9912
（医療法人）かわらハートクリニック 佐賀県鳥栖市曽根崎町２３７５番地 0942-87-3133
医療法人  きざと外科医院 佐賀県鳥栖市原町８６１番地１ 0942-83-2084
医療法人眞正会　古賀医院 佐賀県鳥栖市原古賀町６０９番地２ 0942-83-3457
こが医療館　明彦まきこクリニック 佐賀県鳥栖市大正町７６４番地５ 0942-85-8822
医療法人光寿  權藤医院 佐賀県鳥栖市弥生が丘２丁目１番地 0942-82-2978
医療法人  斎藤内科医院 佐賀県鳥栖市東町１丁目１０５４番地６ 0942-82-2016
医療法人　さかい胃腸・内視鏡内科クリニック 佐賀県三養基郡基山町大字小倉１０５９番地２ 0942-92-1121
品川内科クリニック 佐賀県鳥栖市弥生が丘５丁目２２２番地 0942-85-8334
医療法人　せとじまクリニック 佐賀県鳥栖市真木町１９７４番地４ 0942-87-5008
髙尾医院 佐賀県鳥栖市京町７７６番地１０ 0942-83-2328
高木クリニック 佐賀県三養基郡みやき町大字原古賀１１７４番地1 0942-94-2055
医療法人社団  武田内科医院 佐賀県鳥栖市村田町７１５番地 0942-84-1011
医療法人　鳥越脳神経外科クリニック 佐賀県鳥栖市藤木町１４５０番地６ 0942-87-3030
内科・外科　くろだ医院 佐賀県鳥栖市元町１３２８番地５-１Ｆ 0942-50-5833
医療法人　なるお内科小児科 佐賀県三養基郡基山町けやき台１丁目２３番地７ 0942-92-4170
野下医院 佐賀県鳥栖市曽根崎町１５５３番地１ 0942-83-2082
医療法人　野田内科 佐賀県鳥栖市西田町２１１番地１ 0942-83-1160
医療法人はらだ会　はらだ内科胃腸科 佐賀県鳥栖市鎗田町２８１番地３ 0942-84-1515
独立行政法人国立病院機構　東佐賀病院 佐賀県三養基郡みやき町大字原古賀７３２４番地 0942-94-2048
（医療法人）平井内科 佐賀県三養基郡上峰町大字坊所２７３３番地１ 0952-53-3737
平川医院 佐賀県三養基郡みやき町大字西島２９７９番地８ 0942-96-3315
医療法人  藤戸医院 佐賀県鳥栖市今泉町２４２５番地 0942-84-0865
医療法人　前山内科 佐賀県鳥栖市宿町１４６５番地１ 0942-85-0005
医療法人　まごころ医療館 佐賀県鳥栖市蔵上２丁目２１０番地 0942-87-5002
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医療法人  まつお胃腸クリニック 佐賀県三養基郡みやき町大字東尾２２８０番地２ 0942-89-5678
（医療法人正友会）松岡病院 佐賀県鳥栖市西新町１４２２番地 0942-83-4606
医療法人三樹会　みきクリニック 佐賀県三養基郡みやき町大字市武１３３１番地９ 0942-96-9600
医療法人三樹会　三樹病院 佐賀県三養基郡上峰町大字坊所２７６番地１ 0952-52-7272
宮﨑医院 佐賀県鳥栖市東町１丁目１０５９番地１ 0942-83-2083
宮原医院 佐賀県三養基郡みやき町大字東尾１１５５番地 0942-89-2216
医療法人　やましたクリニック 佐賀県鳥栖市蔵上４丁目３２５番地 0942-81-5511
医療法人社団三善会　山津医院 佐賀県鳥栖市萱方町２７０番地 0942-84-0011
（医療法人清明会）やよいがおか鹿毛病院 佐賀県鳥栖市弥生が丘２丁目１４３番地 0942-87-3150
医療法人希望会　レディースクリニック山田産婦人科 佐賀県鳥栖市蔵上２丁目１８６番地 0942-84-4656
医療法人芳生会　和田内科・循環器科 佐賀県鳥栖市原古賀町１３３４番地８ 0942-81-2121
おおつぼ内科医院 佐賀県神埼市神埼町本堀３１９９番地１ 0952-52-3130
神埼クリニック 佐賀県神埼市神埼町田道ケ里２３９６番地 0952-53-1818
神埼市国民健康保険脊振診療所 佐賀県神埼市脊振町広滝４６２番地 0952-59-2321
医療法人社団啓祐会  神埼病院 佐賀県神埼市神埼町田道ケ里２２１６番地１ 0952-52-3145
医療法人輝秀会　くらとみ眼科医院 佐賀県神埼市神埼町田道ケ里２４３５番地１ 0952-52-8841
（医療法人）栗並医院 佐賀県神埼市神埼町枝ケ里７６番地１ 0952-52-2977
医療法人聖母会  古賀内科 佐賀県神埼市千代田町境原２８２番地２ 0952-44-2311
最所医院 佐賀県神埼郡吉野ヶ里町吉田８２６番地３ 0952-52-2452
しらいし内科 佐賀県神埼市神埼町城原１２５６番地１ 0952-52-3848
中尾胃腸科医院 佐賀県神埼市神埼町田道ケ里２２８４番地１ 0952-52-3295
中下医院 佐賀県神埼市千代田町餘江１２８番地 0952-44-2488
橋本病院 佐賀県神埼市神埼町本告牟田３００５番地 0952-52-2022
ひらまつふれあいクリニック 佐賀県神埼郡吉野ヶ里町吉田２９２５番地１ 0952-51-1110
福嶋内科医院 佐賀県神埼市千代田町境原２４９６番地３ 0952-44-2141
松本医院 佐賀県神埼郡吉野ヶ里町三津７５１番地９ 0952-52-4185
南医院 佐賀県神埼市千代田町直鳥８０８番地１ 0952-44-2777
和田医院 佐賀県神埼市千代田町嘉納１３１９番地１８ 0952-44-2046
医療法人久和会  和田医院 佐賀県神埼市神埼町神埼２９３番地 0952-52-2021
医療法人　池田内科胃腸科医院 佐賀県多久市北多久町大字小侍４０番地５ 0952-71-9355
石井外科医院 佐賀県小城市小城町２４９番地１ 0952-73-3641
伊東医院 佐賀県小城市小城町２７８番地 0952-73-3235
医療法人  江口医院 佐賀県多久市東多久町大字別府５３１８番地１ 0952-76-2137
（医療法人ロコメディカル）江口病院 佐賀県小城市三日月町金田１０５４番地２ 0952-73-3083
（医療法人）おおしまクリニック 佐賀県小城市牛津町乙柳１０９６番地１ 0952-66-0314
小城市民病院 佐賀県小城市小城町松尾４１００番地 0952-73-2161
酒井内科クリニック 佐賀県小城市小城町６１７番地１２ 0952-71-1377
坂田クリニック 佐賀県小城市三日月町久米２１５５番地２ 0952-72-1151
しまうちクリニック 佐賀県小城市牛津町勝１４９９番地１ 0952-66-6036
医療法人  高橋内科 佐賀県小城市小城町晴気２００番地３ 0952-72-1100
多久市立病院 佐賀県多久市多久町１７７１番地４ 0952-75-2105
（医療法人六科会）徳富医院 佐賀県小城市芦刈町三王崎３１６番地３ 0952-66-1547
医療法人　野田好生医院 佐賀県小城市小城町栗原５番地４ 0952-72-3232
(医療法人　ひらまつ病院）ひらまつ内科・レディースクリニック 佐賀県小城市小城町８１５番地１ 0952-20-3500
医療法人　ひらまつ病院 佐賀県小城市小城町１０００番地１ 0952-72-2111
医療法人孟子会　ひろおか内科・脳神経クリニック 佐賀県小城市三日月町久米１２９５番地２ 0952-73-8022
まなべ消化器内科クリニック 佐賀県小城市三日月町長神田２１７３番地４ 0952-72-3636
医療法人修和会　村岡内科医院 佐賀県小城市牛津町牛津７３４番地１ 0952-66-3750
医療法人回春堂  有明医院 佐賀県杵島郡白石町大字築切８５１番地 0952-84-2842
有島クリニック 佐賀県杵島郡白石町大字牛屋３２８５番地 0954-65-2066
池上内科 佐賀県杵島郡白石町大字福富１４１８番地 0952-87-2107
稲富胃腸科外科 佐賀県杵島郡白石町大字廿治１２０７番地４ 0952-84-3027
医療法人東雲会  小野医院 佐賀県武雄市東川登町大字永野５７５２番地２ 0954-23-2901
医療法人  貝原医院 佐賀県武雄市武雄町大字武雄８００７番地 0954-22-3366
カタフチ医院 佐賀県杵島郡白石町大字福富３２１３番地１ 0952-87-2233
医療法人社団栄寿会  古賀小児科内科病院 佐賀県杵島郡江北町大字上小田２８０番地１ 0952-86-2533
医療法人　古賀内科医院 佐賀県武雄市武雄町大字富岡１１５３４番地２ 0954-22-3135
医療法人敬天堂  古賀病院 佐賀県杵島郡江北町大字上小田１１５０番地 0952-86-2070
坂本内科医院 佐賀県杵島郡大町町大字大町５２６４番地５ 0952-71-3060
重村医院 佐賀県杵島郡白石町大字廿治１５１０番地 0952-84-2656
（医療法人順天堂）順天堂病院 佐賀県杵島郡大町町大字福母７０７番地２ 0952-82-3161
白浜医院 佐賀県杵島郡白石町大字戸ケ里２０８番地１ 0954-65-5006
（医療法人静便堂）白石共立病院 佐賀県杵島郡白石町大字福田１２９６番地 0952-84-6060
副島医院 佐賀県杵島郡白石町大字堤１４６８番地 0952-84-2205
医療法人至慈会  高島病院 佐賀県杵島郡白石町大字戸ケ里１８３１番地１８ 0954-65-3129
医療法人　武岡病院 佐賀県杵島郡江北町大字山口１２８２番地 0952-86-3013
（医療法人）田中内科医院 佐賀県武雄市武雄町大字永島１５３６１番地１ 0954-22-0123
医療法人　つちはし医院 佐賀県武雄市武雄町大字昭和７５番地 0954-20-1222
医療法人　戸原内科 佐賀県杵島郡大町町大字福母４０４番地６ 0952-82-2051
医療法人　中川内医院 佐賀県武雄市武内町大字真手野２８１８０番地１ 0954-20-8070
医療法人　なごみといやしのクリニック 佐賀県武雄市武雄町大字富岡１２６２４番地５ 0954-23-7537
医療法人  楢崎内科 佐賀県武雄市朝日町大字甘久２００１番地 0954-22-3758
医療法人　ニコークリニック 佐賀県武雄市北方町大字志久１５７４番地 0954-36-5777
野口脳神経外科 佐賀県武雄市武雄町大字昭和３１０番地 0954-22-5211
（医療法人文斎会）原田内科医院 佐賀県杵島郡白石町大字福富１８２７番地 0952-87-3737
（医療法人博仁会）藤﨑医院 佐賀県杵島郡江北町大字山口３３９６番地 0952-86-3231
医療法人清哲会　藤瀬医院 佐賀県武雄市山内町大字鳥海９７７７番地２ 0954-45-2007
（医療法人養寿堂）まつお内科・眼科 佐賀県武雄市朝日町大字甘久１８５７番地 0954-23-2178
（医療法人）まつもと内科・胃腸科クリニック 佐賀県武雄市北方町大字大崎１３１８番地１ 0954-36-0467
溝口医院 佐賀県杵島郡白石町大字戸ケ里１７８０番地 0954-65-2046
三根眼科医院 佐賀県杵島郡白石町大字福吉２０７０番地２ 0952-84-2340
（医療法人竜門堂）毛利医院 佐賀県武雄市山内町大字三間坂甲１４０１７番地５ 0954-45-3545
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森外科医院 佐賀県杵島郡白石町大字戸ケ里１８１１ 0954-65-2059
医療法人敬和会  持田病院 佐賀県武雄市武雄町大字武雄５８５８番地１ 0954-22-3138
（医療法人竜門堂）竜門堂医院 佐賀県武雄市山内町大字大野６６０２番地１ 0954-20-7050
医療法人  犬塚病院 佐賀県鹿島市大字高津原６０２番地３ 0954-63-2538
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丙２４３６番地 0954-43-1120
うれしのふくだクリニック 佐賀県嬉野市嬉野町大字下宿甲４７１５番地５ 0954-42-1211
医療法人  太田医院 佐賀県嬉野市嬉野町大字岩屋川内甲７７番地１ 0954-43-1148
緒方医院 佐賀県藤津郡太良町大字大浦丁３６９番地２ 0954-68-2220
（社会医療法人祐愛会）祐愛会織田病院 佐賀県鹿島市大字高津原４３０６番地 0954-63-3275
医療法人　好生堂下河辺眼科医院 佐賀県鹿島市大字中村１４９番地１ 0954-63-3046
医療法人天心堂  志田病院 佐賀県鹿島市大字中村２１３４番地４ 0954-63-1236
鈴木内科クリニック 佐賀県鹿島市大字山浦甲３５８番地１ 0954-69-8161
医療法人  高木眼科医院 佐賀県鹿島市大字高津原３７６８番地１ 0954-62-3200
医療法人　田代医院 佐賀県藤津郡太良町大字多良１３２９番地１ 0954-67-2120
医療法人　田中医院 佐賀県嬉野市嬉野町大字下宿乙２３５３番地１３ 0954-43-2111
田中医院 佐賀県鹿島市大字納富分７３３番地 0954-63-4080
医療法人  朝長医院 佐賀県嬉野市嬉野町大字下宿乙２１８８番地 0954-43-2117
医療法人誠晴會　納富病院 佐賀県鹿島市大字高津原４３２０番地１ 0954-63-1117
医療法人　野中医院 佐賀県嬉野市嬉野町大字吉田丁４６５３番地 0954-43-9341
医療法人優健会  樋口医院 佐賀県嬉野市嬉野町大字下宿甲１７４０番地１ 0954-43-1652
医療法人陽明会  樋口病院 佐賀県嬉野市塩田町大字馬場下甲１番地 0954-66-2022
福田医院 佐賀県嬉野市嬉野町大字下宿乙２３１５番地２ 0954-43-0550
（医療法人うれしの）福田病院 佐賀県嬉野市嬉野町大字下宿甲４７１４番地１０ 0954-42-2221
医療法人  光武医院 佐賀県嬉野市塩田町大字馬場下甲７３９番地 0954-66-2027
森医院 佐賀県嬉野市嬉野町大字下宿乙５４３番地１ 0954-43-0725
医療法人社団  森田医院 佐賀県鹿島市大字納富分４０７６番地３ 0954-63-3956
医療法人芳山堂　薬師寺医院 佐賀県鹿島市浜町１２８０番地１ 0954-63-5281
（医療法人文庫堂）石井内科 佐賀県西松浦郡有田町立部乙２１１０番地１ 0955-46-2077
伊万里有田共立病院 佐賀県西松浦郡有田町二ノ瀬甲８６０番地 0955-46-2121
独立行政法人地域医療機能推進機構　伊万里松浦病院 佐賀県伊万里市山代町立岩４１７番地 0955-28-3100
医療法人  岡村医院 佐賀県伊万里市蓮池町１８番地 0955-22-2304
おぜきホームクリニック 佐賀県伊万里市蓮池町５８番地 0955-25-8030
医療法人  小副川医院 佐賀県伊万里市二里町八谷搦８７０番地１ 0955-22-4114
医療法人  蒲地医院 佐賀県西松浦郡有田町稗古場２丁目９番１２号 0955-42-5151
医療法人　小島医院 佐賀県伊万里市波多津町辻３６５５番地 0955-25-0038
医療法人  小嶋眼科医院 佐賀県伊万里市松島町３４０番地１ 0955-23-2222
（医療法人）小嶋内科 佐賀県西松浦郡有田町黒川丙６０８番地２７ 0955-41-2288
（医療法人二期会）小島病院 佐賀県伊万里市黒川町塩屋２０５番地１ 0955-27-2121
鈴山内科小児科医院 佐賀県伊万里市立花町１６０４番地２ 0955-22-7366
医療法人精仁会  隅田病院 佐賀県伊万里市立花町４０００番地 0955-23-3167
医療法人  世戸医院 佐賀県伊万里市伊万里町甲４１２番地 0955-23-5235
田口医院 佐賀県西松浦郡有田町大木宿乙８４３番地２３ 0955-46-4603
（医療法人）立石医院 佐賀県伊万里市東山代町里１１１番地１ 0955-28-0007
夏秋医院 佐賀県伊万里市伊万里町甲６４番地 0955-23-2032
（医療法人光仁会）西田病院 佐賀県伊万里市山代町楠久８９０番地２ 0955-28-1111
伸びる・こじまクリニック 佐賀県伊万里市南波多町井手野２４３８－１ 0955-24-3131
医療法人  日髙医院 佐賀県伊万里市松島町３８０番地４ 0955-23-5263
泌尿器科いまりクリニック 佐賀県伊万里市大川内町甲４４５５番地１ 0955-22-9680
医療法人　古川内科クリニック 佐賀県伊万里市脇田町４０３番地２ 0955-21-0730
（医療法人幸善会）前田病院 佐賀県伊万里市立花町２７４２番地１ 0955-23-5101
松尾内科 佐賀県西松浦郡有田町南原甲２６７番地 0955-42-3873
（医療法人社団馬渡メディカル）馬渡クリニック 佐賀県西松浦郡有田町本町丙１０８０番地１ 0955-41-0007
医療法人　水上医院 佐賀県伊万里市山代町立岩２６７１番地１ 0955-28-3714
（医療法人朋友会）山口病院 佐賀県伊万里市新天町３０５番地 0955-23-5255

（社会医療法人謙仁会）山元記念病院 佐賀県伊万里市二里町八谷搦８８番地４ 0955-23-2166
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