
令和５年１月19日現在
病院 新小文字病院 〒800-0057 北九州市門司区大里新町2-5
病院 日本海員掖済会門司病院 〒801-8550 北九州市門司区清滝1丁目3-1
病院 九州鉄道記念病院 〒800-0031 北九州市門司区高田2-1-1
病院 北九州市立門司病院 〒800-0021 北九州市門司区南本町3-1
病院 九州労災病院門司メディカルセンター 〒801-8502 北九州市門司区東港町3-1
病院 新門司病院 〒800-0102 北九州市門司区大字猿喰615
病院 春日病院 〒801-0823 北九州市門司区春日町22-19
病院 門司松ヶ江病院 〒800-0112 北九州市門司区大字畑355
病院 鳥巣病院 〒800-0114 北九州市門司区吉志5丁目5番10号
病院 門司田野浦病院 〒801-0803 北九州市門司区大字田野浦1018-1
病院 緑ヶ丘病院 〒800-0043 北九州市門司区緑ヶ丘3-5
病院 介護老人保健施設光寿荘 〒801-0803 北九州市門司区大字田野浦1018-1
病院 老人保健施設春幸苑 〒801-0823 北九州市門司区春日町12-8
病院 介護老人保健施設松恒園 〒800-0114 北九州市門司区吉志5丁目5番10号
病院 老人保健施設フレンドリー松ケ江 〒800-0112 北九州市門司区大字畑355
病院 鳥巣病院介護医療院 〒800-0114 北九州市門司区吉志5-5-10
病院 春日病院介護医療院 〒801-0823 北九州市門司区春日町22-19
老人ホーム 養護老人ホーム清風園 〒800-0112 北九州市門司区大字畑1960
老人ホーム 特別養護老人ホーム陽光園 〒800-0000 北九州市門司区大字田野浦1024-6
老人ホーム 特別養護老人ホーム陽光園ユニット 〒800-0000 北九州市門司区大字田野浦1024-6
老人ホーム 特別養護老人ホーム松和園 〒800-0112 北九州市門司区大字畑335
老人ホーム 特別養護老人ホームかざし園 〒800-0021 北九州市門司区南本町3-3
老人ホーム 特別養護老人ホーム清松園 〒800-0112 北九州市門司区大字畑1960
老人ホーム 特別養護老人ホーム豊寿園 〒800-0112 北九州市門司区大字畑1808-5
老人ホーム 高砂苑 〒801-0825 北九州市門司区黒川西2-6-2
老人ホーム ケアハウス好日苑 〒800-0024 北九州市門司区大里戸ﾉ上4-1-40
老人ホーム さわやか和布刈館 〒801-0883 北九州市門司区大久保1-9-15
老人ホーム 有料老人ホームＳＪＲ別院 〒800-0036 北九州市門司区柳原町11-30
老人ホーム 有料老人ホームさわやか新門司館 〒800-0112 北九州市門司区大字畑1543-1
老人ホーム 軽費老人ホームやはず荘 〒800-0005 北九州市門司区羽山2-12-67
老人ホーム 特別養護老人ホーム松和園（ユニット） 〒800-0112 北九州市門司区大字畑335
老人ホーム 特別養護老人ホームすみれそう 〒800-0001 北九州市門司区風師4-12-31
老人ホーム 特別養護老人ホームサポートセンター門司 〒800-0064 北九州市門司区松原1-3-8
身障施設 障害者支援施設北九州あゆみの里 〒800-0112 北九州市門司区大字畑1981
病院 北九州市立医療センタ－ 〒802-0077 北九州市小倉北区馬借2丁目1-1
病院 小倉記念病院 〒802-8555 北九州市小倉北区浅野3-2-1
病院 日明病院 〒803-0831 北九州市小倉北区日明3丁目3-32
病院 北九州中央病院 〒802-0084 北九州市小倉北区香春口1-13-1
病院 小倉中井病院 〒803-0836 北九州市小倉北区中井5丁目11-8
病院 小倉到津病院 〒803-0846 北九州市小倉北区下到津5丁目10-31
病院 三萩野病院 〒802-0065 北九州市小倉北区三萩野1丁目12-18
病院 小倉リハビリテーション病院 〒803-0861 北九州市小倉北区篠崎1丁目5-1
病院 小倉きふね病院 〒802-0073 北九州市小倉北区貴船町3-3
病院 南ヶ丘病院 〒803-0862 北九州市小倉北区今町3丁目13-1
病院 新小倉病院 〒803-8505 北九州市小倉北区金田1丁目3-1
病院 霧ヶ丘　つだ病院 〒802-0052 北九州市小倉北区霧ヶ丘3-9-20
病院 九州歯科大学附属病院 〒803-8580 北九州市小倉北区真鶴2丁目6-1
病院 健和会大手町病院 〒803-8543 北九州市小倉北区大手町13-1
病院 前田病院 〒802-0062 北九州市小倉北区片野新町1-11-7
病院 北九州小倉病院 〒802-0022 北九州市小倉北区上富野3丁目19-1
病院 小倉第一病院 〒803-0846 北九州市小倉北区下到津1-12-14
病院 老人保健施設伸寿苑 〒803-0861 北九州市小倉北区篠崎1丁目5-1
病院 介護老人保健施設寿楽苑 〒803-0831 北九州市小倉北区日明3-9-6
病院 老人保健施設エメロード三萩野 〒802-0072 北九州市小倉北区東條崎1丁目9-3
病院 介護老人保健施設エバーグリーン 〒802-0026 北九州市小倉北区大畠2-6-48
病院 新栄会病院 〒803-0856 北九州市小倉北区弁天町12-11
病院 介護老人保健施設みやこ 〒803-0834 北九州市小倉北区都2丁目13番8号
病院 ハーモニー 〒803-0864 北九州市小倉北区熊谷2-1-4
病院 大手町リハビリテーション病院 〒803-0814 北九州市小倉北区大手町14-18
病院 北九州総合病院 〒802-8517 北九州市小倉北区東城野町1-1
病院 新栄会病院介護医療院 〒803-0856 北九州市小倉北区弁天町12-11
病院 小倉中井病院介護医療院 〒803-0836 北九州市小倉北区中井5丁目11-8
老人ホーム 軽費老人ホーム階寿園 〒803-0861 北九州市小倉北区篠崎1丁目9-5
老人ホーム 特別養護老人ホームシルバー・サン・ホーム 〒803-0814 北九州市小倉北区大手町17-15
老人ホーム 特別養護老人ホーム北九州シティホーム 〒802-0066 北九州市小倉北区萩崎町1-32
老人ホーム 特別養護老人ホームヘルシーハイム 〒803-0863 北九州市小倉北区南丘1丁目7-24
老人ホーム 特別養護老人ホーム足原のぞみ苑 〒802-0044 北九州市小倉北区熊本3丁目12-9
老人ホーム ケアハウス小倉 〒802-0062 北九州市小倉北区片野新町1丁目1番14号
老人ホーム 愛香苑 〒803-0821 北九州市小倉北区鋳物師町9番21号
老人ホーム 特別養護老人ホームハートフル片野 〒802-0064 北九州市小倉北区片野3丁目13番15号
老人ホーム 特別養護老人ホームかざはな園 〒802-0014 北九州市小倉北区江南町2-20
老人ホーム 介護付有料老人ホーム到津の森 〒803-0845 北九州市小倉北区上到津4-16-5
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老人ホーム 養護老人ホームなごみの里 〒803-0864 北九州市小倉北区熊谷5-6-55
老人ホーム 介護付有料老人ホームたいしんかていな赤坂 〒802-0032 北九州市小倉北区赤坂1-2-32
老人ホーム 有料老人ホームさわやか大畠壱番館 〒802-0026 北九州市小倉北区大畠3-3-51
老人ホーム 特別養護老人ホームゆーとぴあ宇佐町 〒802-0016 北九州市小倉北区宇佐町2-5-1
老人ホーム 特別養護老人ホーム新栄きよみずの杜 〒803-0856 北九州市小倉北区弁天町6-13
老人ホーム 介護付有料老人ホームパレス三萩野 〒802-0074 北九州市小倉北区白銀2-11-4
老人ホーム 特別養護老人ホームひだまりテラス 〒802-0072 北九州市小倉北区東篠崎3-2-28
老人ホーム 有料老人ホームサンカルナ小倉大手町 〒803-0814 北九州市小倉北区大手町12-6
保護施設 救護施設愛の家 〒803-0853 北九州市小倉北区高尾2丁目5-20
病院 あさひ松本病院 〒800-0242 北九州市小倉南区津田5-1-5
病院 小倉医療センター 〒802-8533 北九州市小倉南区春ｹ丘10-1
病院 九州労災病院 〒800-0252 北九州市小倉南区曽根北町1-1
病院 医療法人小倉蒲生病院 〒802-0978 北九州市小倉南区蒲生5丁目5-1
病院 松尾病院 〒800-0252 北九州市小倉南区葛原高松1丁目2-30
病院 堤小倉病院 〒802-0835 北九州市小倉南区大字堀越字十三塚358
病院 平尾台病院 〒803-0184 北九州市小倉南区大字木下555
病院 慈恵曽根病院 〒800-0208 北九州市小倉南区沼本町4丁目2-19
病院 北九州湯川病院 〒800-0251 北九州市小倉南区湯川5-10-10
病院 小倉南メディカルケア病院 〒800-0247 北九州市小倉南区葛原東2-14-2
病院 東和病院 〒803-0971 北九州市小倉南区守恒本町1丁目3-1
病院 老人保健施設さくら苑 〒800-0233 北九州市小倉南区朽網西1丁目6番6号
病院 介護老人保健施設博慈苑 〒802-0835 北九州市小倉南区大字堀越358
病院 介護老人保健施設小倉南ヴィラガーデン 〒800-0206 北九州市小倉南区葛原東2-14-2
病院 老人保健施設わかくさ 〒800-0208 北九州市小倉南区沼本町4丁目2-19
病院 北九州安部山公園病院 〒800-0257 北九州市小倉南区湯川139番地の21
病院 介護老人保健施設あけぼの苑 〒800-0257 北九州市小倉南区大字湯川139番地の21
病院 沼本町病院 〒800-0208 北九州市小倉南区沼本町1-9-39
病院 介護老人保健施設小倉南ヴィラガーデン（ユニット） 〒800-0206 北九州市小倉南区葛原東2-14-2
病院 北九州湯川病院介護医療院 〒800-0251 北九州市小倉南区湯川5-10-10
老人ホーム 特別養護老人ホームこくらの郷 〒803-0275 北九州市小倉南区高野4-12-11
老人ホーム 特別養護老人ホームあだち園 〒800-0207 北九州市小倉南区沼緑町2丁目9-1
老人ホーム 北九州サニーホーム 〒800-0241 北九州市小倉南区長野本町3丁目1-1
老人ホーム 特別養護老人ホーム春吉園 〒803-0265 北九州市小倉南区大字春吉463-1
老人ホーム 特別養護老人ホーム舞ヶ丘明静苑 〒802-0824 北九州市小倉南区大字横代380-2
老人ホーム 特別養護老人ホーム美咲ヶ丘 〒803-0186 北九州市小倉南区大字新道寺1085-1
老人ホーム ケアハウスふれあい 〒800-0208 北九州市小倉南区沼本町4-2-60
老人ホーム 特別養護老人ホーム好日苑 〒800-0219 北九州市小倉南区曽根新田北3-2-1
老人ホーム 軽費老人ホーム光悦園 〒800-0207 北九州市小倉南区沼緑町1丁目11番20号
老人ホーム ケアハウスことぶき 〒802-0841 北九州市小倉南区北方4丁目3-21
老人ホーム さわやか螢風館 〒800-0247 北九州市小倉南区長野東町11-15
老人ホーム 介護付有料老人ホーム芝津の郷 〒800-0245 北九州市小倉南区大字貫1866-2
老人ホーム 養護老人ホーム徳寿園 〒802-0974 北九州市小倉南区徳力4-13-1
老人ホーム 介護付有料老人ホームラフィーネ 〒800-0255 北九州市小倉南区上葛原2-21-11
老人ホーム 介護付有料老人ホームあべやま 〒800-0257 北九州市小倉南区湯川4-21-25
老人ホーム 軽費老人ホーム清寿園 〒802－0056 北九州市小倉南区湯川新町1-11-17
病院 芳野病院 〒808-0034 北九州市若松区本町2丁目15-6
病院 若戸病院 〒808-0139 北九州市若松区小敷ひびきの1-10-1
病院 住田病院 〒808-0122 北九州市若松区大字蜑住1435
病院 老人保健施設グリーン・ヒル若松 〒808-0132 北九州市若松区大字小敷146
病院 水巻共立病院老人保健施設シルバーケア玄海 〒808-0123 北九州市若松区大字有毛2924
病院 老人保健施設けやき 〒808-0043 北九州市若松区西畑町9-72
病院 老人保健施設グリーンライフ 〒808-0076 北九州市若松区童子丸2丁目7番7号
病院 産業医科大学若松病院 〒808-0024 北九州市若松区浜町1-17-1
老人ホーム 特別養護老人ホームひびき荘 〒808-0124 北九州市若松区大字安屋3310-3
老人ホーム 介護老人福祉施設あじさい 〒808-0043 北九州市若松区西畑町9番73号
老人ホーム ライフポート若松 〒808-0074 北九州市若松区藤ﾉ木2丁目1番22号
老人ホーム 若松ケアハウス 〒808-0031 北九州市若松区西園町9番21号
老人ホーム さわやか花美館 〒808-0144 北九州市若松区高須東3-4-30
老人ホーム さわやか海響館 〒808-0024 北九州市若松区浜町1-11-13
老人ホーム 特別養護老人ホームケアイン西天神 〒808-0101 北九州市若松区西天神町4-33
老人ホーム 特別養護老人ホーム花乃路 〒808-0134 北九州市若松区大字乙丸1651ｰ12
老人ホーム 養護老人ホーム楽翁荘 〒808-0105 北九州市若松区鴨生田2-8-11
老人ホーム 特別養護老人ホームあやめ苑 〒808-0047 北九州市若松区中畑町10-16
老人ホーム 住宅型有料老人ホームにしぞの 〒808-0031 北九州市若松区西園町9-5
身障施設 ちづる園 〒808-0103 北九州市若松区二島1-4-36
保護施設 ひびき園 〒808-0062 北九州市若松区古前2-26-1
病院 支部福岡県済生会八幡総合病院 〒805-0050 北九州市八幡東区春の町5丁目9-27
病院 北九州市立八幡病院 〒805-8534 北九州市八幡東区尾倉2-6-2
病院 河内病院 〒805-0046 北九州市八幡東区田代町20-1
病院 八幡大蔵病院 〒805-0045 北九州市八幡東区河内2丁目4-11
病院 北九州八幡東病院 〒805-0061 北九州市八幡東区西本町2丁目1-17
病院 介護老人保健施設正寿園 〒805-0048 北九州市八幡東区大蔵3丁目2-1
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病院 くれたけ荘 〒805-0025 北九州市八幡東区中尾1丁目22-18
病院 老人保健施設やすらぎ 〒805-0031 北九州市八幡東区槻田1-16-12
病院 製鉄記念八幡病院 〒805-8508 北九州市八幡東区春の町1丁目1-1
病院 西野病院 〒805-0033 北九州市八幡東区山路松尾町13-27
病院 北九州八幡東病院介護医療院 〒805-0061 北九州市八幡東区西本町2-1-17
老人ホーム 有料老人ホームパレス八幡 〒805-0048 北九州市八幡東区大蔵3丁目2-1
老人ホーム 特別養護老人ホーム花の王善興園 〒805-0065 北九州市八幡東区花尾町2-14
老人ホーム 特別養護老人ホーム大蔵園 〒805-0048 北九州市八幡東区大蔵3丁目2-1
老人ホーム 養護老人ホーム西峰園 〒805-0048 北九州市八幡東区大蔵3丁目2-1
老人ホーム 特別養護老人ホーム誠光園 〒805-0005 北九州市八幡東区藤見町3-1
老人ホーム ケアハウス惠迪館 〒805-0033 北九州市八幡東区山路松尾町13-25
老人ホーム さわやか清田館 〒805-0034 北九州市八幡東区清田3-4-7
老人ホーム 軽費老人ホームケアハウス八幡 〒805-0048 北九州市八幡東区大倉3-2-1
病院 九州病院 〒806-0034 北九州市八幡西区岸の浦1-8-1
病院 小嶺江藤病院 〒806-0081 北九州市八幡西区小嶺3丁目19-1
病院 東筑病院 〒807-0856 北九州市八幡西区八枝1-7-20
病院 産業医科大学病院 〒807-0804 北九州市八幡西区医生ｹ丘1-1
病院 折尾病院 〒807-0801 北九州市八幡西区本城3-26-18
病院 香月中央病院 〒807-1102 北九州市八幡西区香月中央1丁目14-18
病院 八幡厚生病院 〒807-0846 北九州市八幡西区里中3丁目12-12
病院 新生会病院 〒807-0075 北九州市八幡西区下上津役1丁目5-1
病院 黒崎整形外科病院 〒806-0032 北九州市八幡西区筒井町5-29
病院 萩原中央病院 〒806-0059 北九州市八幡西区荻原1丁目10-1
病院 青山中央外科病院 〒806-0043 北九州市八幡西区青山1丁目7-2
病院 八幡西病院 〒807-0082 北九州市八幡西区小嶺台1丁目16-23
病院 八幡慈恵病院 〒807-1261 北九州市八幡西区木屋瀬1丁目12-23
病院 老人保健施設サンフラワ－ズ北九州 〒806-0085 北九州市八幡西区塔野3丁目16-2
病院 老人保健施設ナーシングセンター八幡 〒807-0846 北九州市八幡西区里中3丁目12-12
病院 丘ノ規病院 〒807-0831 北九州市八幡西区大字則松104-1
病院 介護老人保健施設翡翠苑 〒806-0046 北九州市八幡西区森下町27-43
病院 老人保健施設サングレース 〒807-0831 北九州市八幡西区大字則松103-1
病院 正和中央病院 〒807-0856 北九州市八幡西区八枝3-13-1
病院 大平メディカルケア病院 〒807-0083 北九州市八幡西区大平3丁目14番7号
病院 介護老人保健施設ひまわり 〒807-0073 北九州市八幡西区町上津役東3丁目17番10号
病院 医療法人浜田病院 〒806-0021 北九州市八幡西区黒崎3丁目8番7号
病院 佐々木病院 〒807-1114 北九州市八幡西区吉祥寺町9番36号
病院 正和なみき病院 〒806-0037 北九州市八幡西区東王子町13-1
老人ホーム 香月老人ホーム 〒807-1124 北九州市八幡西区大字畑325
老人ホーム 養護老人ホーム聖ヨゼフの園 〒806-0043 北九州市八幡西区青山2丁目1-1
老人ホーム 特別養護老人ホーム倫尚園 〒807-1131 北九州市八幡西区馬場山東1丁目3-22
老人ホーム 特別養護老人ホームサン・グリーン・ホーム 〒807-0831 北九州市八幡西区大字則松103
老人ホーム 特別養護老人ホームサンライズ北九州 〒806-0085 北九州市八幡西区塔野3丁目16-1
老人ホーム 特別養護老人ホームもみじ苑 〒807-0873 北九州市八幡西区藤原4丁目15-33
老人ホーム ケアハウスあいおい 〒806-0057 北九州市八幡西区鉄王1丁目18番2号
老人ホーム 風の家 〒807-0801 北九州市八幡西区大字本城3378番地の1
老人ホーム 第三善興園 〒807-0081 北九州市八幡西区大字小嶺721番1号
老人ホーム 養護老人ホーム倫尚園 〒807-1131 北九州市八幡西区馬場山東3-11-1
老人ホーム 特別養護老人ホーム第二倫尚園 〒807-1131 北九州市八幡西区馬場山東3-11-1
老人ホーム 有料老人ホームパレス穴生 〒806-0058 北九州市八幡西区鉄竜1-1-10
老人ホーム 有料老人ホームひかり 〒807-0837 北九州市八幡西区則松東2-5-10
老人ホーム 有料老人ホームさわやかレークサイド中の原 〒807-0078 北九州市八幡西区中の原2-19-2
老人ホーム 有料老人ホームさわやか鳴水館 〒806-0051 北九州市八幡西区東鳴水5-7-6
老人ホーム 有料老人ホームのぞみ 〒807-0821 北九州市八幡西区陣原3-25-1
老人ホーム 特別養護老人ホーム杜の家 〒807-1124 北九州市八幡西区大字畑696-12
老人ホーム 有料老人ホーム南王子さくら館 〒806-0038 北九州市八幡西区南王子町2-15
老人ホーム 特別養護老人ホーム　グランヴィラ大平 〒807-1111 北九州市八幡西区船越三丁目1-13
老人ホーム 介護付有料老人ホームクレアール 〒807-0073 北九州市八幡西区町上津役東2-2-13
老人ホーム 慈恵病院有料老人ホームむつみ 〒807-1261 北九州市八幡西区木屋瀬3-2-30
老人ホーム 特別養護老人ホーム聖ヨゼフの園 〒806-0043 北九州市八幡西区青山2-1-1
老人ホーム 銀杏庵穴生倶楽部 〒806-0057 北九州市八幡西区鉄王2-2-36
老人ホーム 特別養護老人ホーム第二わかば 〒807-0012 北九州市八幡西区香月中央1-3-1
老人ホーム ショートステイ第二わかば 〒807-0012 北九州市八幡西区香月中央1-3-1
身障施設 障害者支援施設北九州フレンド 〒807-1103 北九州市八幡西区香月西4丁目5-1
病院 戸畑リハビリテーション病院 〒804-0092 北九州市戸畑区小芝2丁目4-31
病院 戸畑共立病院 〒804-0093 北九州市戸畑区沢見2丁目5-1
病院 戸畑けんわ病院 〒804-0082 北九州市戸畑区新池1丁目5-5
病院 戸畑総合病院 〒804-0025 北九州市戸畑区福柳木1-3-33
病院 老人保健施設牧山いわき苑 〒804-0053 北九州市戸畑区牧山1丁目1-1
病院 介護老人保健施設あやめの里 〒804-0092 北九州市戸畑区小芝2丁目4-18
老人ホーム 特別養護老人ホーム戸畑大谷園 〒804-0032 北九州市戸畑区西大谷1丁目6-22
老人ホーム やすらぎの郷牧山 〒804-0065 北九州市戸畑区新川町3番33号
老人ホーム ケアハウス金刀比羅 〒804-0022 北九州市戸畑区金刀比羅町4番21号
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老人ホーム さわやかパークサイド新川 〒804-0065 北九州市戸畑区新川町2-13
老人ホーム 軽費老人ホーム椎ノ木荘 〒804-0033 北九州市戸畑区椎ﾉ木町16-15
老人ホーム 特別養護老人ホームさわみ園 〒804-0093 北九州市戸畑区沢見2-5-2
老人ホーム さわやか福ふく館 〒804-0025 北九州市戸畑区福柳木1-18-22
老人ホーム 養護老人ホーム長寿園 〒804-0011 北九州市戸畑区中原西2-2-21
身障施設 とりはた玄海園生活支援センター 〒804-0075 北九州市戸畑区北鳥旗町2-22
病院 九州大学病院 〒812-0054 福岡市東区馬出3丁目1-1
病院 千早病院 〒813-8501 福岡市東区千早2丁目30-1
病院 八木病院 〒812-0054 福岡市東区馬出2丁目21-25
病院 三善病院 〒813-0001 福岡市東区唐原4丁目18-15
病院 河野名島病院 〒813-0043 福岡市東区名島4丁目28-53
病院 香椎原病院 〒813-0011 福岡市東区香椎3丁目3-1
病院 香椎療養所 〒813-0011 福岡市東区香椎1丁目9-15
病院 雁の巣病院 〒811-0206 福岡市東区雁の巣1丁目26-1
病院 福岡輝栄会病院 〒813-0044 福岡市東区千早4-14-40
病院 筥松病院 〒812-0061 福岡市東区筥松1丁目3-9
病院 原土井病院 〒813-8588 福岡市東区青葉6丁目40-8
病院 貝塚病院 〒812-0053 福岡市東区箱崎7丁目7-27
病院 東福岡和仁会病院 〒811-0204 福岡市東区奈多1丁目4-1
病院 福岡和白病院 〒811-0213 福岡市東区和白丘2-2-75
病院 香椎丘リハビリテーション病院 〒813-0002 福岡市東区下原2丁目24-36
病院 老人保健施設Ｍ・Ｔ奈多ケア院 〒811-0206 福岡市東区雁の巣1丁目7-30
病院 老人保健施設ローズガーデンエム・ケイ 〒813-0024 福岡市東区名子1-1-5
病院 たたらリハビリテーション病院 〒813-0031 福岡市東区八田1-4-66
病院 福岡みらい病院 〒812-0017 福岡市東区香椎照葉3-5-1
病院 福岡市立こども病院 〒813-0017 福岡市東区香椎照葉5-1-1
病院 香椎原病院介護医療院 〒813-0011 福岡市東区香椎3-3-1
病院 介護医療院東福岡和仁会 〒811-0204 福岡市東区奈多1丁目4-1
老人ホーム なごみの里 〒813-0024 福岡市東区名子3-23-50
老人ホーム ケアハウス多々良川 〒813-0024 福岡市東区名子3-23-50
老人ホーム ケアハウス海の中道 〒811-0206 福岡市東区雁の巣1丁目7番25号
老人ホーム 有料老人ホームグッドタイムホーム１・海の中道 〒811-0204 福岡市東区奈多1-2-2
老人ホーム 介護老人福祉施設アイランドシティ照葉 〒813-0017 福岡市東区香椎照葉3-4-3
老人ホーム 有料老人ホームわじろの郷 〒811-0213 福岡市東区和白丘2-11-17
老人ホーム 特別養護老人ホームすこやか 〒813-0002 福岡市東区下原4-18-25
老人ホーム 博多老人ホーム 〒811-0201 福岡市東区三苫2丁目28-41
老人ホーム 軽費老人ホーム長雲荘 〒811-0201 福岡市東区三苫2丁目28-70
老人ホーム 特別養護老人ホーム光薫寺ビハーラ 〒813-0023 福岡市東区蒲田5丁目7-1
老人ホーム ケアハウス光薫寺ビハーラ 〒813-0023 福岡市東区蒲田5丁目7-2
老人ホーム 特別養護老人ホームサンシャイン 〒812-0063 福岡市東区原田1丁目41-1
老人ホーム ケアハウスサンシャイン 〒812-0063 福岡市東区原田1丁目41-1
老人ホーム 特別養護老人ホーム奈多創生園 〒811-0206 福岡市東区雁の巣1-7-25
老人ホーム 特別養護老人ホームいきいき八田 〒813-0031 福岡市東区八田1-4-15
老人ホーム 有料老人ホームケアレジデンス青葉 〒813-0032 福岡市東区土井1-25-7
老人ホーム 有料老人ホームレジデンス青葉 〒813-0032 福岡市東区土井1-25-7
老人ホーム 介護付有料老人ホームヒーリングハウス貝塚駅前 〒812-0053 福岡市東区箱崎7-1-17
老人ホーム 特別養護老人ホーム（ユニット型）光薫寺ビハーラ 〒813-0023 福岡市東区蒲田5-7-1
老人ホーム 地域密着型介護老人福祉施設照葉 〒813-0017 福岡市東区香椎照葉3-4-3
老人ホーム グランドホームサンケア和白 〒811-0202 福岡市東区和白2-16-3
病院 さく病院 〒812-0895 福岡市博多区竹下4丁目6-25
病院 原三信病院 〒812-0033 福岡市博多区大博町1-8
病院 古森病院 〒812-0020 福岡市博多区対馬小路9-13
病院 千鳥橋病院 〒812-0044 福岡市博多区千代5丁目18-1
病院 木村病院 〒812-0044 福岡市博多区千代2丁目13-19
病院 金隈病院 〒812-0863 福岡市博多区金の隈3-24-16
病院 福岡市民病院 〒812-0046 福岡市博多区吉塚本町13-1
病院 金隈老人保健施設フラワーハウス博多 〒812-0863 福岡市博多区金の隈3-24-8
病院 老人保健施設楽陽園 〒812-0863 福岡市博多区金隈3丁目24番16号
病院 永野病院 〒812-0861 福岡市博多区浦田1-31-1
病院 永野病院介護医療院 〒812-086１ 福岡市博多区浦田1-31-1
病院 介護医療院かねのくま 〒812-0863 福岡市博多区金の隈3-24-16
老人ホーム グッドタイムホーム５・山王公園 〒812-0015 福岡市博多区山王1-11-26
老人ホーム さわやかいそうだ館 〒812-0881 福岡市博多区井相田3-3-18
老人ホーム アットホーム諸岡 〒812-0894 福岡市博多区諸岡2-13-32
老人ホーム 特別養護老人ホーム洸寿園 〒812-0863 福岡市博多区金の隈3-24-55
老人ホーム 特別養護老人ホーム博多さくら園 〒812-0029 福岡市博多区古門戸町4-23
老人ホーム 特別養護老人ホーム月隈愛心の丘（地域密着型） 〒812-0858 福岡市博多区月隈6丁目16番11号
老人ホーム ケアハウス月隈一番館 〒812-0858 福岡市博多区月隈6丁目16番11号
老人ホーム 有料老人ホームアビタシオン博多 〒812-0863 福岡市博多区金の隈3丁目23番10号
老人ホーム ケアハウスエスペランザ 〒812-0863 福岡市博多区金の隈3丁目24-53
老人ホーム 介護老人福祉施設アットホーム博多の森 〒812-0855 福岡市博多区大字下月隈73-1
老人ホーム 特別養護老人ホーム薔薇の樹苑 〒812-0877 福岡市博多区元町2-1-7
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老人ホーム 有料老人ホームさわやか立花館 〒812-0862 福岡市博多区立花寺173-15
老人ホーム 有料老人ホームオーベル諸岡 〒812-0894 福岡市博多区諸岡3-26-18
老人ホーム 特別養護老人ホームアットホーム福岡 〒812-0044 福岡市博多区千代1-1-55
老人ホーム ホスピタルメント桜十字博多 〒812-0016 福岡市博多区博多駅南3-12-26
老人ホーム 特別養護老人ホーム月隈愛心の丘 〒812-0858 福岡市博多区月隈6丁目16番11号
老人ホーム 特別養護老人ホームケアイン博多 〒812-0892 福岡市博多区東那珂1-8-8
病院 支部福岡県済生会福岡総合病院 〒810-0001 福岡市中央区天神1丁目3-46
病院 広瀬病院 〒810-0004 福岡市中央区渡辺通1-12-11
病院 佐田病院 〒810-0004 福岡市中央区渡辺通2丁目4-28
病院 浜の町病院 〒810-0072 福岡市中央区長浜3-3-1
病院 国立病院九州医療センター 〒810-0065 福岡市中央区地行浜1丁目8-1
病院 溝口外科整形外科病院 〒810-0001 福岡市中央区天神4丁目6-25
病院 秋本病院 〒810-0023 福岡市中央区警固1-8-3
病院 博愛会病院 〒810-0034 福岡市中央区笹丘1丁目28-25
病院 老健センターささおか 〒810-0034 福岡市中央区笹丘1丁目28-25
病院 桜十字福岡病院 〒810-0004 福岡市中央区渡辺通3-5-11
病院 老人保健施設レ・ハビリス桜十字 〒810-0004 福岡市中央区渡辺通3-5-11
病院 福岡中央病院 〒810-0022 福岡市中央区薬院2-6-11
老人ホーム ライフケア大手門（特別養護老人ホーム） 〒810-0074 福岡市中央区大手門2丁目5番15号
老人ホーム ライフケア大手門（ケアハウス） 〒810-0074 福岡市中央区大手門2丁目5番15号
老人ホーム 特別養護老人ホームはなみずき園 〒810-0053 福岡市中央区鳥飼2丁目4番8号
老人ホーム ケアハウスはなみずき園 〒810-0053 福岡市中央区鳥飼2-4-8
老人ホーム 有料老人ホームアビタシオン浄水 〒810-0022 福岡市中央区薬院4丁目1-26
老人ホーム ケアハウスビハーラ今泉 〒810-0021 福岡市中央区今泉1丁目18-15
老人ホーム グランガーデン福岡浄水 〒810-0022 福岡市中央区薬院4-13-17
老人ホーム 有料老人ホームフィランソレイユ笹丘 〒810-0034 福岡市中央区笹丘1-25-7
老人ホーム 介護付有料老人ホームフェリオ天神 〒810-0002 福岡市中央区西中洲11-25
老人ホーム 介護付有料老人ホームヴィラ梅光 〒810-0035 福岡市中央区梅光園3丁目4-1
老人ホーム ホスピタルメント福岡天神 〒810-0004 福岡市中央区渡辺通3-5-11
病院 南折立病院 〒811-1311 福岡市南区横手1-14-1
病院 原病院介護老人保健施設花菖蒲 〒815-0042 福岡市南区若久2-6-1
病院 国立病院機構九州がんセンター 〒811-1347 福岡市南区野多目3丁目1-1
病院 独立行政法人国立病院機構福岡病院 〒811-1394 福岡市南区屋形原4丁目39-1
病院 若久病院 〒815-0042 福岡市南区若久5丁目3-1
病院 福岡保養院 〒815-0004 福岡市南区高木1丁目17-5
病院 福岡赤十字病院 〒815-0082 福岡市南区大楠3丁目1-1
病院 原病院 〒815-0042 福岡市南区若久2丁目6-1
病院 九州中央病院 〒815-0032 福岡市南区塩原3丁目23-1
病院 井口野間病院 〒815-0074 福岡市南区寺塚1丁目3-47
病院 医療法人寺沢病院 〒815-0084 福岡市南区市崎1丁目14-11
病院 西岡病院 〒811-1346 福岡市南区老司2丁目3-34
病院 中村病院 〒811-1346 福岡市南区老司3丁目33-1
病院 那珂川病院 〒811-1345 福岡市南区向新町2丁目17-17
病院 福岡整形外科病院 〒815-0063 福岡市南区柳河内2丁目10-50
病院 夫婦石病院 〒811-1355 福岡市南区大字桧原字夫婦石853-9
病院 白濱病院 〒811-1313 福岡市南区日佐4丁目39-20
病院 介護老人保健施設木の葉の里 〒815-0072 福岡市南区多賀2-4-6
病院 介護老人保健施設ひのき 〒811-1355 福岡市南区桧原6-44-20
病院 介護老人保健施設湯乃里まとば 〒811-1314 福岡市南区的場2-32-17
老人ホーム 有料老人ホームオーベル筑紫丘 〒815-0036 福岡市南区筑紫丘1-21-9
老人ホーム 有料老人ホームオーベル野多目 〒811-1347 福岡市南区野多目2-8-10
老人ホーム 特別養護老人ホーム鹿助荘 〒811-1361 福岡市南区西長住2-1-57
老人ホーム 有料老人ホーム野多目 〒811-1347 福岡市南区野多目2-28-1
老人ホーム 介護老人福祉施設おおはし徳巣 〒815-0038 福岡市南区大橋団地5-1
老人ホーム 特別養護老人ホーム花畑ホーム 〒811-1353 福岡市南区大字柏原715
老人ホーム 特別養護老人ホーム回生園 〒811-1314 福岡市南区的場2-3-3
老人ホーム 特別養護老人ホーム花の季苑 〒811-1343 福岡市南区和田4丁目16-1
老人ホーム 特別養護老人ホーム第２花畑ホーム 〒811-1353 福岡市南区大字柏原715-13
老人ホーム 特別養護老人ホームムーンシャドウ 〒811-1321 福岡市南区柳瀬1-15-1
老人ホーム 特別養護老人ホームライフケア柏原 〒811-1353 福岡市南区柏原4-29-5
老人ホーム 盲養護老人ホーム松月園 〒811-1346 福岡市南区老司5-12-4
老人ホーム 特別養護老人ホーム松月園 〒811-1346 福岡市南区老司5-12-4
老人ホーム 特別養護老人ホーム市崎の杜 〒815-0084 福岡市南区市崎1-15-11
老人ホーム 地域密着型特別養護老人ホーム花の季苑 〒811-1343 福岡市南区和田4丁目16-1
病院 福岡大学病院 〒814-0180 福岡市城南区七隈7丁目45-1
病院 晴明病院 〒814-0133 福岡市城南区七隈8丁目20-10
病院 順和長尾病院 〒814-0153 福岡市城南区樋井川3丁目47-1
病院 福岡鳥飼病院 〒814-0103 福岡市城南区鳥飼6丁目8-5
病院 安藤病院 〒814-0104 福岡市城南区別府1丁目2-1
病院 さくら病院 〒814-0143 福岡市城南区南片江6-2-32
病院 佐田整形外科病院 〒814-0121 福岡市城南区神松寺2-19-2
病院 松永病院 〒814-0142 福岡市城南区片江1丁目4-38
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病院 とりかい老人保健施設 〒814-0103 福岡市城南区鳥飼6-3-7
病院 老人保健施設「いこいの森」 〒814-0155 福岡市城南区東油山6-19-23
病院 老人保健施設老健センターながお 〒814-0153 福岡市城南区樋井川3-47-1
病院 武田病院 〒819-0041 福岡市城南区別府4-5-8
老人ホーム 特別養護老人ホーム油山緑寿園 〒814-0143 福岡市城南区南片江4丁目14-1
老人ホーム 特別養護老人ホーム「油山福祉の里」 〒814-0155 福岡市城南区東油山499-16
老人ホーム ケアハウス「油山つばき苑」 〒814-0155 福岡市城南区東油山499-16
老人ホーム 特別養護老人ホーム飛鳥 〒814-0103 福岡市城南区鳥飼6丁目2番16号
老人ホーム ケアハウスしらさぎ 〒814-0103 福岡市城南区鳥飼6丁目2番16号
老人ホーム 特別養護老人ホーム白熊園 〒814-0104 福岡市城南区別府7-5-45
老人ホーム ウエストライフ南片江 〒814-0143 福岡市城南区南片江6-12-1
老人ホーム 特別養護老人ホームケアタウン茶山 〒814-0111 福岡市城南区茶山3-9-1
老人ホーム 有料老人ホームサンカルナ福岡城南 〒814-0111 福岡市城南区茶山1-6-1
病院 油山病院 〒814-0171 福岡市早良区野芥5丁目6-37
病院 福岡記念病院 〒814-0002 福岡市早良区西新1丁目1-35
病院 吉村病院 〒814-0002 福岡市早良区西新3丁目11-27
病院 廣橋病院 〒811-1102 福岡市早良区大字東入部6-20-56
病院 福岡大学西新病院 〒814-8522 福岡市早良区祖原15-7
病院 牟田病院 〒814-0163 福岡市早良区干隈3丁目9-1
病院 福西会病院 〒814-0171 福岡市早良区野芥1丁目2-36
病院 老人保健施設さわら老健センター 〒811-1122 福岡市早良区早良1丁目1-60
病院 福西会南病院 〒811-1122 福岡市早良区早良1丁目5-55
病院 老人保健施設ひいらぎ 〒814-0163 福岡市早良区干隈3丁目9-2
病院 老人保健施設ケアセンターひまわり苑 〒811-1122 福岡市早良区早良1丁目5番56号
病院 保健施設からざステーション 〒814-0171 福岡市早良区野芥5丁目6番38号
病院 介護老人保健施設サンシャインシティ 〒814-0193 福岡市早良区田村2-15-1
病院 福岡山王病院 〒814-0001 福岡市早良区百道浜3丁目6番45号
老人ホーム 特別養護老人ホームライフケアしかた 〒811-1103 福岡市早良区四箇6-12-41
老人ホーム 介護老人福祉施設けやき 〒814-0021 福岡市早良区荒江3丁目20-1
老人ホーム 有料老人ホームアンペレーナ百道 〒814-0001 福岡市早良区百道浜3-9-17
老人ホーム 有料老人ホームはぴね福岡野芥 〒814-0171 福岡市早良区野芥4-35-9
老人ホーム 有料老人ホームフェリオ百道 〒814-0006 福岡市早良区百道1-25-19
老人ホーム 特別養護老人ホーム恵風苑 〒811-1123 福岡市早良区内野7-25-10
老人ホーム 特別養護老人ホームたちばな 〒814-0163 福岡市早良区干隈4丁目18番10号
老人ホーム サンシャインプラザ 〒814-0175 福岡市早良区田村2-15-2
老人ホーム 特別養護老人ホームサンシャインセンター 〒814-0163 福岡市早良区干隈6-10-20
老人ホーム 介護老人福祉施設高取 〒814-0012 福岡市早良区昭代2-14-11
老人ホーム 特別養護老人ホームさわらふれあいの里 〒811-1122 福岡市早良区早良1-5-33
老人ホーム 特別養護老人ホーム次郎丸の里 〒814-0165 福岡市早良区次郎丸4-7-8
老人ホーム 住宅型有料老人ホームＳＪＲ高取 〒814-0012 福岡市早良区昭代3-7-40
身障施設 障がい者支援施設わかば苑 〒811-1132 福岡市早良区大字石釜333-24
病院 今津赤十字病院 〒819-0165 福岡市西区今津377
病院 茂木病院 〒819-0002 福岡市西区姪の浜6丁目1-20
病院 西福岡病院 〒819-8555 福岡市西区生の松原3丁目18-8
病院 福岡ハートネット病院 〒819-0002 福岡市西区姪の浜2丁目2-50
病院 白翠園春日病院 〒819-0162 福岡市西区今宿青木1105
病院 拾六町病院 〒819-0041 福岡市西区拾六町2丁目23-10
病院 伊都の丘病院 〒819-0375 福岡市西区徳永北18番5号
病院 シーサイド病院 〒819-0165 福岡市西区今津3810
病院 村上華林堂病院 〒819-0032 福岡市西区戸切2丁目14-45
病院 白十字病院 〒819-8511 福岡市西区石丸4-3-1
病院 白十字リハビリテーション病院 〒819-8611 福岡市西区石丸3-3-9
病院 福岡リハビリテーション病院 〒819-8551 福岡市西区野方7丁目770
病院 今宿病院 〒819-0167 福岡市西区今宿2-12-7
病院 川添記念病院 〒819-0165 福岡市西区今津4760
病院 昭和病院 〒819-0375 福岡市西区大字徳永字大町911-1
病院 松尾内科病院 〒819-0051 福岡市西区下山門団地40-5
病院 福岡豊栄会病院 〒819-0383 福岡市西区大字田尻2703-1
病院 老人保健施設松寿苑 〒819-0164 福岡市西区今宿町379-1
病院 介護老人保健施設ｻﾝﾗｲｽﾞ壱岐 〒819-0043 福岡市西区野方1丁目16-32
病院 老人保健施設ケアプラザ北原 〒819-0375 福岡市西区大字徳永字大町909-1
病院 老人保健施設西寿 〒819-0055 福岡市西区生の松原3丁目18-9
病院 聖峰会マリン病院 〒819-0001 福岡市西区小戸3丁目55番12号
病院 福岡和仁会病院 〒819-0055 福岡市西区生の松原1丁目33番18号
病院 松尾内科病院介護医療院 〒819-0051 福岡市西区下山門団地40-5
病院 シーサイド病院介護医療院 〒819-0165 福岡市西区今津3810
老人ホーム 有料老人ホーム西の丘 〒819-0046 福岡市西区西の丘1-6-1
老人ホーム 有料老人ホームさわやか野方館 〒819-0043 福岡市西区野方4-34-1
老人ホーム 特別養護老人ホーム大寿園 〒819-0165 福岡市西区今津520
老人ホーム 特別養護老人ホーム歴史の里 〒819-0375 福岡市西区大字徳永397-46
老人ホーム 特別養護老人ホーム愛信園 〒819-0036 福岡市西区大字吉武297
老人ホーム 特別養護老人ホーム寿生苑 〒819-0383 福岡市西区大字田尻字高屋2705-1
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老人ホーム 養護老人ホーム田尻苑 〒819-0383 福岡市西区大字田尻字十王田2542
老人ホーム 特別養護老人ホーム七樹園 〒819-0163 福岡市西区今宿上ﾉ原16-1
老人ホーム ケアハウスにじの森 〒819-0163 福岡市西区今宿上ﾉ原16番地の1
老人ホーム ケアハウス怡土 〒819-0375 福岡市西区大字徳永1065番地の1
老人ホーム 有料老人ホーム生の松原ハッピーガーデン 〒819-0055 福岡市西区生の松原1丁目33-1
老人ホーム 軽費老人ホーム玄洋荘 〒819-0383 福岡市西区大字田尻2697-1
老人ホーム 特別養護老人ホーム能古清和園 〒819-0012 福岡市西区能古777-1
老人ホーム 介護老人福祉施設下山門 〒819-0052 福岡市西区下山門4-6-1
老人ホーム 特別養護老人ホームなの国 〒819-0045 福岡市西区拾六町団地2-18
身障施設 自立支援局福岡視力障害センター 〒819-0165 福岡市西区今津4820-1
身障施設 障がい者支援施設サンハウス 〒819-0038 福岡市西区大字羽根戸字三反間515番地の3
病院 大牟田ライフケア院 〒837-0916 大牟田市大字田隈599-18
病院 社会保険大牟田吉野病院 〒837-0904 大牟田市大字吉野字中尾1063
病院 国立病院機構大牟田病院 〒837-0911 大牟田市大字橘1044-1
病院 福岡県済生会大牟田病院 〒837-0916 大牟田市田隈810
病院 大牟田市立病院 〒836-0861 大牟田市宝坂町2丁目19-1
病院 倉永病院 〒837-0904 大牟田市大字吉野843
病院 大牟田保養院 〒836-0872 大牟田市黄金町1丁目178
病院 三池病院 〒837-0921 大牟田市大字三池855
病院 白川病院 〒837-0926 大牟田市上白川町1丁目146
病院 くさかべ病院 〒837-0904 大牟田市大字吉野859
病院 不知火病院 〒836-0004 大牟田市大字手鎌1800
病院 兼行病院 〒837-0924 大牟田市大字歴木977-4
病院 米の山病院 〒837-0922 大牟田市大字歴木4-10
病院 大牟田中央病院 〒837-0924 大牟田市大字歴木1841
病院 第二病院 〒836-0885 大牟田市下池町29
病院 南大牟田病院 〒836-0094 大牟田市臼井町23-1
病院 永田整形外科病院 〒836-0843 大牟田市不知火町1-6-3
病院 菅原病院 〒836-0036 大牟田市小川町30-1
病院 大牟田共立病院 〒836-0012 大牟田市明治町3丁目7-5
病院 日の出町すぎ病院 〒836-0806 大牟田市東新町2丁目2-5
病院 今野病院 〒836-0874 大牟田市末広町5-2
病院 杉循環器科内科病院 〒837-0916 大牟田市大字田隈950-1
病院 みさき病院 〒836-0002 大牟田市大字岬1230
病院 老人保健施設くろさき苑 〒836-0002 大牟田市大字岬1254-1
病院 老人保健施設さんぽ 〒837-0921 大牟田市大字三池866
病院 大牟田天領病院 〒836-8566 大牟田市天領町1丁目100番地
病院 介護老人保健施設大牟田ライフケア院ユニット 〒837-0916 大牟田市大字田隈599-18
病院 白川病院介護医療院 〒837-0926 大牟田市上白川町1-146
病院 今野病院介護医療院 〒836-0874 大牟田市末広町5-2
病院 介護老人保健施設サンファミリー 〒837-0905 大牟田市大字甘木1158
老人ホーム 特別養護老人ホーム天光園 〒837-0903 大牟田市大字宮崎1695-2
老人ホーム 軽費老人ホーム久福木サン荘 〒837-0915 大牟田市大字久福木1169-3
老人ホーム 特別養護老人ホーム延寿苑 〒837-0922 大牟田市大字今山ﾄﾞｳﾒｷ4345-1
老人ホーム 特別養護老人ホームサン久福木 〒837-0915 大牟田市大字久福木894
老人ホーム 特別養護老人ホームこもれび 〒836-0013 大牟田市中町1丁目4番地1
老人ホーム 介護老人福祉施設美さと 〒836-0075 大牟田市南船津町1丁目10番
老人ホーム 養護老人ホーム吉野園 〒837-0904 大牟田市大字吉野2156
老人ホーム 介護老人福祉施設サンホリデー 〒836-0002 大牟田市岬2860-2
身障施設 大牟田恵愛園 〒836-0895 大牟田市新勝立町3-5-15
病院 田主丸中央病院 〒839-1213 久留米市田主丸町益生田892
病院 老人保健施設サンライフ聖峰 〒839-1233 久留米市田主丸町田主丸1001-2
病院 神代病院 〒830-1101 久留米市北野町中川900-1
病院 安本病院 〒830-0112 久留米市三潴町玉満2371
病院 古賀病院２１ 〒839-0801 久留米市宮ﾉ陣3-3-8
病院 富田病院 〒830-0223 久留米市城島町四郎丸261
病院 久留米大学病院 〒830-0011 久留米市旭町67
病院 久留米総合病院 〒830-0013 久留米市櫛原町21
病院 聖ルチア病院 〒830-0047 久留米市津福本町1012
病院 堀川病院 〒830-0038 久留米市西町510
病院 聖マリア病院 〒830-0047 久留米市津福本町422
病院 久留米リハビリテーション病院 〒839-0827 久留米市山本町豊田1887
病院 花畑病院 〒830-0038 久留米市西町914
病院 宮の陣病院 〒839-0801 久留米市宮ﾉ陣1-1-70
病院 のぞえ総合心療病院 〒830-0053 久留米市藤山町1730
病院 松岡病院 〒830-0078 久留米市安武町住吉1766
病院 久留米南病院 〒830-0066 久留米市荒木町下荒木1616
病院 半井病院 〒839-0852 久留米市高良内町4472
病院 くるめ病院 〒839-0865 久留米市新合川2-2-18
病院 久留米記念病院 〒839-0809 久留米市東合川8丁目8-22
病院 久留米大学医療センター 〒839-0863 久留米市国分町155-1
病院 老人保健施設聖母の家 〒830-0047 久留米市津福本町387-1
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病院 たなか病院 〒839-0821 久留米市太郎原町1267
病院 新古賀病院 〒830-8577 久留米市天神町120
病院 老人保健施設ヴィラくしはら 〒830-0003 久留米市東櫛原町1356
病院 久留米総合病院附属介護老人保健施設 〒830-0013 久留米市櫛原町21
病院 介護老人保健施設久英荘 〒830-0055 久留米市上津1-8-15
病院 老人保健施設サンダイヤル 〒830-0038 久留米市西町字中田636番地
病院 高良台リハビリテーション病院 〒830-0054 久留米市藤光町965-2
病院 聖マリアヘルスケアセンター 〒830-0047 久留米市津福本町448-5
病院 介護老人保健施設こが21 〒839-0801 久留米市宮ﾉ陣3-3-9
病院 博愛介護医療院 〒839-0863 久留米市国分町223-1
老人ホーム 特別養護老人ホーム宝生園 〒830-1115 久留米市北野町鳥巣字浜36-1
老人ホーム 特別養護老人ホームふれあいの園 〒830-0224 久留米市城島町上青木字岡ﾉ木165
老人ホーム ケアハウスふれあい荘 〒830-0224 久留米市城島町上青木字岡ﾉ木165
老人ホーム 養護老人ホーム長生園 〒830-0101 久留米市三潴町早津崎407
老人ホーム 特別養護老人ホーム唐孔雀園 〒839-0853 久留米市青峰3丁目12-1
老人ホーム 特別養護老人ホーム山翠園 〒839-0826 久留米市山本町耳納2005
老人ホーム 特別養護老人ホーム長生園 〒830-0066 久留米市荒木町下荒木字西田1250-2
老人ホーム 特別養護老人ホーム光寿苑 〒839-0803 久留米市宮の陣町大杜467-1
老人ホーム ケアハウス光寿苑 〒839-0803 久留米市宮ﾉ陣町大杜467-1
老人ホーム 特別養護老人ホームひじり園 〒839-1212 久留米市田主丸町石垣1291-6
老人ホーム 特別養護老人ホーム紅葉樹 〒839-0827 久留米市山本町豊田1567-1
老人ホーム ケアハウスはぜの樹 〒839-0827 久留米市山本町豊田2061-1
老人ホーム 有料老人ホームさわやかこすもす館 〒830-1122 久留米市北野町今山2
老人ホーム 特別養護老人ホーム宝生園さくら 〒830-1115 久留米市北野町鳥巣字浜36-1
身障施設 障害者支援施設耳納学園 〒839-1216 久留米市田主丸町中尾1274-3
身障施設 千歳療護園 〒839-1216 久留米市田主丸町中尾1274-4
身障施設 第二千歳療護園 〒839-1216 久留米市田主丸町中尾1274-4
病院 直方病院 〒822-0024 直方市須崎町1-1
病院 福岡ゆたか中央病院 〒822-0001 直方市大字感田523-5
病院 直方中村病院 〒822-0002 直方市頓野993-1
病院 高山病院 〒822-0007 直方市大字下境3910-50
病院 西尾病院 〒822-0026 直方市津田町9-38
病院 介護老人保健施設青風苑 〒822-0033 直方市大字上新入2490-14
病院 老人保健施設ゆうあい福智 〒822-0003 直方市大字上頓野字堂山2761-1
病院 ユニット型介護老人保健施設ゆうあい福智 〒822-0003 直方市大字上頓野字堂山2761-1
老人ホーム 養護老人ホーム芳寿園 〒822-0007 直方市大字下境1794
老人ホーム 特別養護老人ホーム長光園 〒822-0002 直方市大字頓野259-53
老人ホーム 特別養護老人ホーム愛和園 〒822-0011 直方市大字中泉1182-25
老人ホーム 有料老人ホームすみの苑 〒822-0022 直方市知古1408-5
老人ホーム 有料老人ホームさわやか直方館 〒822-0034 直方市大字山部442-1
老人ホーム ケアハウス百寿の里 〒822-0033 直方市大字上新入2116-7
老人ホーム 特別養護老人ホームすみれそうのおがた 〒822-0006 直方市大字上境2027-1
老人ホーム 介護付有料老人ホームたいしんかていな永満寺 〒822-0005 直方市永満寺2058-1
病院 老人保健施設和泉の澤 〒820-1111 飯塚市勢田1806-1
病院 済生会飯塚嘉穂病院 〒820-0076 飯塚市太郎丸265
病院 飯塚市立病院 〒820-0088 飯塚市弁分633-1
病院 頴田病院 〒820-1114 飯塚市口原1061-1
病院 飯塚病院 〒820-0018 飯塚市芳雄町3-83
病院 飯塚記念病院 〒820-0014 飯塚市鶴三緒1452-2
病院 総合せき損センター 〒820-0053 飯塚市伊岐須550-4
病院 共立病院 〒820-0044 飯塚市横田770-3
病院 老人保健施設 〒820-0054 飯塚市伊川1243-1
病院 社会保険二瀬病院 〒820-0054 飯塚市伊川1243-1
病院 老人保健施設コスモス苑 〒820-0054 飯塚市伊川1262-1
病院 老人保健施設ベスト・シルバー飯塚 〒820-0005 飯塚市新飯塚24番12号
病院 ユニット型介護老人保健施設コスモス苑 〒820-0054 飯塚市伊川1262-1
老人ホーム 特別養護老人ホーム本陣園 〒820-0701 飯塚市長尾884-1
老人ホーム 特別養護老人ホームつばき苑 〒820-0084 飯塚市椿623-8
老人ホーム 特別養護老人ホーム天寿園 〒820-0079 飯塚市高田167
老人ホーム 特別養護老人ホームはくりゅう園 〒820-0101 飯塚市綱分192-1
老人ホーム 特別養護老人ホームかいた苑 〒820-1111 飯塚市勢田字権現堂2593-65
老人ホーム 特別養護老人ホーム多田の里 〒820-0116 飯塚市多田字棚田309-11
老人ホーム 養護老人ホーム愛生苑 〒820-1114 飯塚市口原1050-1
老人ホーム 特別養護老人ホーム第二いずみ苑 〒820-0051 飯塚市庄司2003-4
老人ホーム 特別養護老人ホーム太陽の郷 〒820-0012 飯塚市下三緒字下道田690
老人ホーム 有料老人ホーム　ベターライフ　ノア21 〒820-0011 飯塚市柏の森字大谷11-1
老人ホーム 特別養護老人ホームいいづか 〒820-0045 飯塚市花瀬157-1
老人ホーム 軽費老人ホーム（ｹｱﾊｳｽ）いいづか 〒820-0045 飯塚市花瀬157-1
老人ホーム 特別養護老人ホームくぬぎ苑 〒820-0052 飯塚市相田114-1
老人ホーム 特別養護老人ホーム天空の杜 〒820-0073 飯塚市平恒181番地の1
老人ホーム 特別養護老人ホーム多田の里愛夢 〒820-0116 飯塚市多田字棚田309-11
老人ホーム 特別養護老人ホーム第二いずみ苑（ユニット） 〒820-0051 飯塚市庄司2003-4
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身障施設 社会就労センター　セルプちくほ 〒820-0701 飯塚市長尾516-1
身障施設 しょうがい者支援施設大地の森 〒820-1113 飯塚市佐與字尾笹1497-2
身障施設 障害者支援施設梅香苑 〒820-0046 飯塚市大日寺字番匠ヶ原1213-1
病院 柏芳会田川新生病院 〒825-0004 田川市大字夏吉3638番地
病院 見立病院 〒826-0041 田川市大字弓削田3237番地
病院 田川病院 〒826-0023 田川市上本町10-18
病院 老人保健施設あけぼの荘 〒825-0004 田川市大字夏吉字萩原46
病院 老人保健施設明寿苑 〒826-0042 田川市大字川宮1569-2
病院 老人保健施設ｻﾝﾄﾞﾘｰﾑ田川 〒825-0001 田川市大字伊加利2047-4
病院 田川市立病院 〒825-0002 田川市大字糒1770-2
老人ホーム 養護老人ホームシントラスト夢美苑 〒826-0042 田川市大字川宮1567-8
老人ホーム 特別養護老人ホーム寿楽園 〒825-0001 田川市大字伊加利平原2097
老人ホーム 特別養護老人ホームことぶき園 〒825-0002 田川市大字伊田431-1
老人ホーム 特別養護老人ホームむつみ園 〒826-0041 田川市大字弓削田2838-49
老人ホーム 有料老人ホームさわやか田川館 〒825-0002 田川市大字伊田393-1
老人ホーム ユニット型介護老人福祉施設春のおとずれ 〒825-0001 田川市大字伊加利2047-3
老人ホーム 住宅型有料老人ホームサンプレイス暖家の丘 〒826-0044 田川市大字位登113-1
老人ホーム 有料老人ホームサンフェロー暖家の丘 〒825-0005 田川市大字糒824-20
老人ホーム 有料老人ホームケアタウンあいあい田川 〒827-0003 田川市大字糒2085-10
身障施設 障害者支援施設月の輪苑 〒825-0005 田川市大字糒字坂本1237-3
病院 甲斐病院 〒832-0077 柳川市筑紫町60-1
病院 金子病院 〒832-0086 柳川市久々原65
病院 柳川リハビリテ－ション病院 〒832-0058 柳川市上宮永町西本田113-2
病院 老人保健施設柳川やすらぎの里 〒832-0081 柳川市西浜武1076ｰ5
病院 介護老人保健施設シャンティ 〒839-0242 柳川市大和町豊原521-7
病院 長田病院 〒832-0059 柳川市下宮永町523番地1
病院 柳川病院 〒832-0077 柳川市筑紫町29
病院 金子病院介護医療院 〒832‐0086 柳川市久々原65
老人ホーム 特別養護老人ホームよのもと 〒832-0006 柳川市東蒲池521-1
老人ホーム 特別養護老人ホーム敬和苑 〒839-0252 柳川市大和町栄220番地の2
老人ホーム 特別養護老人ホームありあけ園 〒832-0812 柳川市三橋町五拾町547
老人ホーム 特別養護老人ホームふるさとホーム 〒832-0006 柳川市東蒲地564-1
老人ホーム 特別養護老人ホーム第二おやさと 〒832-0006 柳川市東蒲池225番地
老人ホーム 特別養護老人ホームエルンテハイム 〒832-0827 柳川市三橋町蒲船津194-2
病院 公立八女総合病院 〒834-0034 八女市高塚540-2
病院 筑水会病院 〒834-0006 八女市吉田1191
病院 柳病院 〒834-0006 八女市吉田2-1
病院 八媛病院 〒834-0015 八女市本1486
病院 八女リハビリ病院 〒834-0006 八女市吉田2220-1
病院 老人保健施設グリーンビュー希望ヶ丘 〒834-0006 八女市吉田2221-2
病院 老人保健施設ビハーラ光風 〒834-0024 八女市津江513番地1
病院 川崎病院 〒834-0024 八女市津江538番地
病院 介護老人保健施設回寿苑 〒834-1215 八女市黒木町湯辺田270番地
病院 耳納高原病院 〒834-0201 八女市星野村7277-7
老人ホーム 特別養護老人ホーム光陽の郷 〒834-1102 八女市上陽町北川内2818ｰ1
老人ホーム 特別養護老人ホーム八女の里 〒834-0022 八女市柳島863
老人ホーム 養護老人ホーム八女の里八媛苑 〒834-1213 八女市黒木町本分4280-6
老人ホーム 特別養護老人ホーム桜の里 〒834-1204 八女市黒木町木屋2830番地
老人ホーム 特別養護老人ホーム梅花園 〒834-0073 八女市立花町下辺春5460-1
老人ホーム 特別養護老人ホーム星寿園 〒834-0201 八女市星野村10776
老人ホーム ユニット型特別養護老人ホームステイン八女の里 〒834-0022 八女市柳島863
病院 筑後市立病院 〒833-0041 筑後市大字和泉917-1
病院 植田病院 〒833-0053 筑後市大字西牟田6359-3
病院 老人保健施設クリーンパル・ゆう 〒833-0053 筑後市大字西牟田6363-2
病院 老人保健施設のぞみ船小屋 〒833-0017 筑後市大字志55番地
老人ホーム 特別養護老人ホーム芳樹園 〒833-0007 筑後市大字鶴田555
老人ホーム 軽費老人ホーム船小屋荘 〒833-0014 筑後市大字尾島字上野開510-1
老人ホーム 特別養護老人ホーム桜の丘 〒833-0053 筑後市大字西牟田6365-8
老人ホーム 養護老人ホーム紅葉園 〒833-0053 筑後市大字西牟田6354-62
身障施設 障害者支援施設浩明寮 〒833-0007 筑後市大字鶴田606
身障施設 障害者支援施設仁愛荘 〒833-0007 筑後市大字鶴田601
身障施設 障害者支援施設年輪の園 〒833-0002 筑後市大字前津1965-1
病院 高木病院 〒831-0016 大川市酒見浦田141-11
病院 福田病院 〒831-0005 大川市大字向島1717-3
病院 老人保健施設ふれあいの里道海 〒831-0007 大川市大字道海島861
病院 老人保健施設ハッピーライフ 〒831-0005 大川市大字向島1555-1
老人ホーム 養護老人ホーム明光園 〒831-0032 大川市大字北古賀559-1
老人ホーム 特別養護老人ホーム永寿園 〒831-0007 大川市大字道海島字南新開859
老人ホーム 特別養護老人ホーム大川荘 〒831-0045 大川市大字大野島字笹の下857-1
老人ホーム 特別養護老人ホーム木もれ日苑 〒831-0014 大川市中木室934
病院 新田原聖母病院 〒824-0025 行橋市大字東徳永382
病院 行橋記念病院 〒824-0033 行橋市北泉3丁目11-1
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病院 大原病院 〒824-0008 行橋市宮市町2-5
病院 行橋厚生病院 〒824-0041 行橋市大野井640
病院 新行橋病院 〒824-0026 行橋市道場寺1411
病院 老人保健施設行橋園 〒824-0033 行橋市北泉3丁目11-1
病院 行橋中央病院 〒824-0031 行橋市西宮市5丁目5番42号
病院 大原病院介護医療院 〒824-0008 行橋市宮市町2-5
老人ホーム 養護老人ホームみやこの苑 〒824-0068 行橋市大字二塚584
老人ホーム 特別養護老人ホーム石並園 〒824-0022 行橋市大字稲童字塚原3927
老人ホーム 有料老人ホームさわやか行橋館 〒824-0033 行橋市北泉3-11-3
老人ホーム 特別養護老人ホームみやこの苑 〒824-0068 行橋市大字二塚584
老人ホーム ユニット型特別養護老人ホームみやこの苑 〒824-0078 行橋市大字二塚584
老人ホーム ファミリーホーム・アバン１号館 〒824-0041 行橋市大野井871-1
老人ホーム ファミリーホーム・アバン２号館 〒824-0001 行橋市行事1-4-11
老人ホーム シルバーメイト館西宮市 〒824-0031 行橋市西宮市5-30-3
老人ホーム シルバーメイト館新田原 〒824-0026 行橋市道場寺1439-386
老人ホーム シルバーメイト館行橋 〒824-0068 行橋市大字延永224-1
病院 大川病院 〒828-0011 豊前市四郎丸281
病院 豊前病院 〒828-0048 豊前市大字久路土1545
病院 老人保健施設ほうらい山荘 〒828-0011 豊前市大字四郎丸1690番地の3
老人ホーム 特別養護老人ホーム亀保の里 〒828-0049 豊前市大字鬼木63-1
老人ホーム 特別養護老人ホーム豊前サンビレッヂ 〒828-0075 豊前市大字下川底170
老人ホーム 軽費老人ホーム望海荘 〒828-0000 豊前市大字松江991-9
老人ホーム 養護老人ホーム向陽荘 〒828-0002 豊前市大字松江968-1
老人ホーム ケアハウスさくら 〒828-0031 豊前市大字三毛門1340-1
身障施設 身体障害者療護施設豊前アニマノ 〒828-0072 豊前市大字才尾450番地3
病院 中間市立病院 〒809-0014 中間市蓮花寺3-1-7
病院 新中間病院 〒809-0018 中間市大字通谷1-36-1
老人ホーム 特別養護老人ホーム智美園 〒809-0018 中間市通谷6-7-1
老人ホーム 特別養護老人ホーム第２智美園 〒809-0001 中間市大字垣生2017-3
病院 蒲池病院 〒838-0141 小郡市小郡1342-1
病院 協和病院 〒838-0144 小郡市祇園2-1-10
病院 嶋田病院 〒838-0141 小郡市小郡217-1
病院 本間病院 〒838-0106 小郡市三沢526
病院 新古賀リハビリテーション病院みらい 〒838-0113 小郡市山隈字弥八郎273-11
病院 聖和記念病院 〒838-0102 小郡市津古字半女寺1470-1
病院 老人保健施設しらさぎ苑 〒838-0106 小郡市三沢字花聳851-1
病院 介護老人保健施設弥生園 〒838-0113 小郡市山隈字弥八郎273-8
病院 松崎記念病院 〒838-0122 小郡市松崎字近道18-7
老人ホーム 小郡池月苑 〒838-0133 小郡市八坂29-1
老人ホーム 特別養護老人ホーム三沢長生園 〒838-0106 小郡市三沢字花聳881-1
老人ホーム 特別養護老人ホーム青寿苑 〒838-0114 小郡市井上531
老人ホーム 軽費老人ホームケアハウス青寿苑 〒838-0114 小郡市井上531
老人ホーム 特別養護老人ホーム青寿苑ユニット型 〒838-0114 小郡市井上531
老人ホーム 特別養護老人ホームユニット型三沢長生園 〒838-0106 小郡市三沢881-1
病院 福岡県済生会二日市病院 〒818-8516 筑紫野市湯町3-13-1
病院 牧病院 〒818-0066 筑紫野市大字永岡976-1
病院 筑紫野病院 〒818-0012 筑紫野市大字天山37
病院 小西第一病院 〒818-0068 筑紫野市石崎1-3-1
病院 福岡大学筑紫病院 〒818-0067 筑紫野市俗明院1-1-1
病院 老人保健施設ハーモニー聖和 〒818-0032 筑紫野市大字西小田991-3
病院 二日市徳洲会病院 〒818-0072 筑紫野市二日市中央4-8-25
病院 リハビリハイツアシスト桜台 〒818-0064 筑紫野市大字常松456-2
病院 杉病院 〒818-0072 筑紫野市二日市中央1-3-2
病院 二日市那珂川病院 〒818-0072 筑紫野市二日市中央3-6-12
病院 介護老人保健施設ハーモニー聖和（ユニット型） 〒818-0032 筑紫野市西小田991-3
老人ホーム 盲養護老人ホーム寿光園 〒818-0032 筑紫野市大字西小田35
老人ホーム 特別養護老人ホームちくしの荘 〒818-0024 筑紫野市大字原田字境462
老人ホーム 特別養護老人ホームむさし苑 〒818-0058 筑紫野市大字湯町2-9-2
老人ホーム 特別養護老人ホーム天拝の園 〒818-0042 筑紫野市大字立明寺618番地1
老人ホーム 特別養護老人ホームむさし苑地域密着型 〒818-0058 筑紫野市大字湯町2-9-2
老人ホーム 特別養護老人ホームたんたん 〒818-0026 筑紫野市美咲1023-1
老人ホーム 地域密着型特別養護老人ホームたんたん 〒818-0026 筑紫野市美咲1023-2
病院 自衛隊福岡病院 〒816-0000 春日市大字小倉東1-61
病院 福岡徳洲会病院 〒816-0864 春日市須玖北4丁目5
老人ホーム 有料老人ホームグッドタイムホーム２・春日 〒816-0812 春日市平田台1-138-2
老人ホーム かすがの郷 〒816-0841 春日市塚原台3丁目129番地
老人ホーム かすがの郷（ケアハウス） 〒816-0841 春日市塚原台3丁目129番地
老人ホーム アンクラージュ大橋南（有料老人ホーム） 〒816-0872 春日市桜ヶ丘8-29
老人ホーム 有料老人ホームさわやか春日館 〒816-0844 春日市上白水4-11
老人ホーム 特別養護老人ホームグレイシャス春日 〒816-0849 春日市星見ヶ丘2-55-1
老人ホーム 特別養護老人ホーム桜ヶ丘 〒816-0872 春日市桜ケ丘4-28-1
病院 乙金病院 〒816-0901 大野城市乙金東4-12-1
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病院 おおりん病院 〒816-0942 大野城市中央1丁目13-8
病院 原病院 〒816-0943 大野城市白木原5丁目1-15
病院 つくし会病院 〒816-0902 大野城市乙金3丁目18-20
病院 誠愛リハビリテーション病院 〒816-0956 大野城市南大利2-7-2
病院 筑紫南ヶ丘病院 〒816-0971 大野城市大字牛頚1034-5
病院 介護老人保健施設カトレア 〒816-0956 大野城市南大利2-7-1
病院 老人保健施設くすの郷 〒816-0901 大野城市乙金東2-17-3
病院 秦病院 〒816-0931 大野城市筒井1-3-1
老人ホーム 特別養護老人ホーム悠生園 〒816-0906 大野城市中2丁目5番5号
老人ホーム 特別養護老人ホーム悠生園ユニット 〒816-0906 大野城市中2-5-5
老人ホーム 介護付き有料老人ホームおとがねの郷 〒816-0901 大野城市乙金東4-11-1
老人ホーム 特別養護老人ホームはなつくし 〒816-0902 大野城市乙金3-18-10
老人ホーム メディカルケア南ヶ丘 〒816-0971 大野城市大字牛頚1034-66
保護施設 救護施設仁風園 〒816-0902 大野城市乙金東2-26-1
病院 宗像病院 〒811-3414 宗像市光岡130
病院 赤間病院 〒811-4147 宗像市石丸1-6-7
病院 回生病院 〒811-4161 宗像市朝町200-1
病院 摩利支病院 〒811-3436 宗像市東郷6-2-10
病院 宗像医師会病院 〒811-3431 宗像市田熊5-5-3
病院 森都病院 〒811-4175 宗像市田久701-1
病院 蜂須賀病院 〒811-3423 宗像市野坂2650
病院 老人保健施設宗像アコール 〒811-3414 宗像市光岡130
病院 介護老人保健施設よつづか 〒811-3431 宗像市田熊5-5-6
病院 北九州宗像中央病院 〒811-3406 宗像市稲元2-2-5
老人ホーム 宗像なごみ苑 〒811-4143 宗像市三郎丸2-1-1
老人ホーム あかま 〒811-4175 宗像市田久3-11-1
老人ホーム 養護老人ホーム宗像緑風園 〒811-4152 宗像市武丸1066
老人ホーム 特別養護老人ホーム宗像わかば苑 〒811-3432 宗像市大井1503
老人ホーム ケアハウス宗像 〒811-3437 宗像市久原75ｰ8
老人ホーム 特別養護老人ホームケアポート玄海 〒811-3501 宗像市神湊118-2
老人ホーム 有料老人ホームさわやか宗像館 〒811-4147 宗像市石丸1-13-2
老人ホーム ユニット型特別養護老人ホームあかま 〒811-4175 宗像市田久3-11-1
身障施設 障害者支援施設むなかた苑 〒811-4175 宗像市田久2-5-1
病院 精神医療センター太宰府病院 〒818-0125 太宰府市五条3丁目8-1
病院 水城病院 〒818-0104 太宰府市通古賀3-10-1
病院 丸山病院 〒818-0133 太宰府市坂本1丁目4-6
病院 介護老人保健施設同朋 〒818-0139 太宰府市宰都2-8-12
病院 水城病院介護医療院 〒818-0104 太宰府市通古賀3-10-1
老人ホーム 特別養護老人ホーム同朋園 〒818-0135 太宰府市大字向佐野515
老人ホーム 特別養護老人ホームサンケア太宰府 〒818-0122 太宰府市高雄3丁目4227-267
老人ホーム 養護老人ホーム双葉 〒818-0111 太宰府市三条1-4-1
老人ホーム 有料老人ホーム風 〒818-0115 太宰府市大字内山363-4
老人ホーム ユニット型特別養護老人ホーム同朋園 〒818-0135 太宰府市大字向佐野515
身障施設 障害者支援施設宰府園 〒818-0134 太宰府市大字大佐野761-1
病院 福岡東医療センター 〒811-3113 古賀市千鳥1-1-1
病院 北九州古賀病院 〒811-3113 古賀市千鳥2丁目12-1
病院 古賀中央病院 〒811-3101 古賀市天神1-13-30
病院 福岡聖恵病院 〒811-3105 古賀市鹿部482番地
病院 北九州古賀病院介護医療院 〒811-3113 古賀市千鳥2-12-1
老人ホーム 住宅型有料老人ホーム聖恵苑 〒811-3105 古賀市鹿部482番地
病院 福間病院 〒811-3295 福津市花見が浜1-5-1
病院 宗像水光会総合病院 〒811-3209 福津市日蒔野5-7-1
病院 介護老人保健施設水光苑 〒811-3209 福津市日蒔野5-7-2
病院 宮城病院 〒811-3207 福津市上西郷字ﾏ子ｷ392-1
病院 津屋崎中央病院 〒811-3307 福津市渡1564
病院 東福間病院 〒811-3222 福津市津丸1164-3
病院 東福間病院介護医療院 〒811-3222 福津市津丸1164-3
病院 津屋崎中央病院介護医療院 〒811-3307 福津市渡1564
老人ホーム 特別養護老人ホーム筑前顕慈園 〒811-3207 福津市上西郷字ｲｽﾞﾐ734-3
老人ホーム 特別養護老人ホーム津屋崎園 〒811-3522 福津市奴山字正園1174
病院 筑後吉井こころホスピタル 〒839-1321 うきは市吉井町216-2
病院 原鶴温泉病院 〒839-1304 うきは市吉井町千年628
病院 筑後川温泉病院 〒839-1405 うきは市浮羽町古川1055
病院 老人保健施設うきは 〒839-1405 うきは市浮羽町古川1053
病院 筑後川温泉病院介護医療院 〒839-1405 うきは市浮羽町古川1055
老人ホーム 浮羽老人ホーム 〒839-1304 うきは市吉井町千年819
老人ホーム 特別養護老人ホーム水月吉井 〒839-1306 うきは市吉井町新治字水月176-1
老人ホーム 特別養護老人ホームえびね荘 〒839-1405 うきは市浮羽町古川707-3
老人ホーム ケアハウスえびね 〒839-1405 うきは市浮羽町古川707-3
病院 鞍手共立病院 〒823-0000 宮若市竜徳554
病院 有吉病院 〒823-0015 宮若市上有木397-1
病院 介護老人保健施設なびき苑 〒823-0014 宮若市下有木1517-1
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病院 宮田病院 〒823-0003 宮若市本城1636
病院 老人保健施設リストーロ若宮 〒822-0152 宮若市沼口964番地1
病院 有吉病院介護医療院 〒823-0015 宮若市上有木397-1
老人ホーム 特別養護老人ホーム照陽園 〒823-0004 宮若市磯光2159-1
老人ホーム 特別養護老人ホームわきたの里 〒822-0133 宮若市脇田805
老人ホーム 軽費老人ホームケアハウスくつろぎ 〒823-0004 宮若市磯光1301-2
老人ホーム ケアホームやすらぎ 〒823-0004 宮若市磯光1301-27
身障施設 みやた苑 〒823-0012 宮若市長井鶴字板深885番地1
老人ホーム 特別養護老人ホーム和（のどか） 〒823-0004 宮若市磯光1294-1
病院 嘉麻赤十字病院 〒821-0012 嘉麻市上山田1237
病院 大塚病院 〒821-0012 嘉麻市上山田1440-7
病院 稲築病院 〒820-0207 嘉麻市口春744-1
病院 ユーアイ西野病院 〒820-0206 嘉麻市鴨生532
病院 鎌田病院 〒820-0303 嘉麻市中益420-1
病院 社会保険稲築病院介護医療院いなつき 〒820-0207 嘉麻市口春744-1
老人ホーム 特別養護老人ホームたちばな苑 〒821-0012 嘉麻市上山田818-18
老人ホーム 軽費老人ホーム三光園 〒821-0011 嘉麻市下山田1038-3
老人ホーム ケアハウスやまだきしろ 〒821-0012 嘉麻市上山田531番地21
老人ホーム 特別養護老人ホーム松寿園 〒820-0201 嘉麻市漆生字東西浦2338-1
老人ホーム 軽費老人ホーム稲穂園 〒820-0202 嘉麻市山野2373番地の116号
老人ホーム 特別養護老人ホーム筑豊園 〒820-0506 嘉麻市平山字ｼﾊﾞｾ548
老人ホーム 第二稲穂園 〒820-0202 嘉麻市山野2373番地145
身障施設 障害者支援施設三愛園 〒820-0205 嘉麻市岩崎1373-2
病院 甘木病院 〒838-0031 朝倉市屋永2295-2
病院 甘木中央病院 〒838-0068 朝倉市甘木667
病院 朝倉健生病院 〒838-0068 朝倉市甘木151-4
病院 老人保健施設ラ・パス 〒838-0061 朝倉市菩提寺183-53
病院 老人保健施設アルファ俊聖 〒838-0068 朝倉市甘木199番地の1
病院 朝倉医師会介護老人保健施設アスピア 〒838-0023 朝倉市三奈木2420-15
病院 香月病院 〒838-0055 朝倉市下浦715番地
病院 朝倉医師会病院 〒838-0069 朝倉市来春422ｰ1
老人ホーム 特別養護老人ホーム甘木愛光園 〒838-0014 朝倉市山見字堂園429
老人ホーム 特別養護老人ホームきらく荘 〒838-0022 朝倉市城859
老人ホーム 特別養護老人ホーム日迎の園 〒838-1521 朝倉市杷木志波92-1
老人ホーム 特別養護老人ホームいしずえ荘 〒838-1315 朝倉市入地字治部の下2262-1
病院 船小屋病院 〒835-0007 みやま市瀬高町長田1604
病院 ヨコクラ病院 〒839-0215 みやま市高田町濃施480-2
病院 老人保健施設アルテンハイムヨコクラ 〒839-0215 みやま市高田町濃施409
病院 介護老人保健施設こうわか苑 〒835-0019 みやま市瀬高町大江1687番地-2
老人ホーム 特別養護老人ホーム冨寿園 〒835-0011 みやま市瀬高町松田481
老人ホーム 特別養護老人ホーム竹里館 〒835-0115 みやま市山川町原町83-1
老人ホーム 特別養護老人ホーム常照苑 〒839-0225 みやま市高田町上楠田1237
老人ホーム 親和園 〒835-0077 みやま市瀬高町長田2850番地
老人ホーム 特別養護老人ホーム冨寿園テラス 〒835-0011 みやま市瀬高町松田481
身障施設 障がい者支援施設慈久園 〒835-0022 みやま市瀬高町文廣2049
病院 井上病院 〒819-1104 糸島市波多江699-1
病院 糸島医師会病院 〒819-1112 糸島市浦志532-1
病院 みなかぜ病院 〒819-1129 糸島市篠原西1-14-1
病院 介護老人保健施設ケアプラザ伊都 〒819-1104 糸島市波多江223-1
病院 福吉病院 〒819-1641 糸島市二丈吉井4025-1
病院 小富士病院 〒819-1331 糸島市志摩久家2400
老人ホーム 特別養護老人ホーム富の里 〒819-1133 糸島市富508-4
老人ホーム ケアハウス瑞梅苑 〒819-1101 糸島市池田382-1
老人ホーム 特別養護老人ホームマイネスハウス 〒819-1143 糸島市高上171
老人ホーム 養護老人ホーム篠原の里 〒819-1129 糸島市篠原西2丁目13-13
老人ホーム 特別養護老人ホーム志摩園 〒819-1331 糸島市志摩久家2527-2
老人ホーム 軽費老人ホーム師吉荘 〒819-1314 糸島市志摩師吉739-1
身障施設 身体障害者授産施設小富士園 〒819-1324 糸島市志摩東貝塚777-2
病院 ちくし那珂川病院 〒811-1253 那珂川市仲2-8-1
老人ホーム 軽費老人ホームなかがわ苑 〒811-1245 那珂川市大字別所579番地
病院 岡部病院 〒811-2122 糟屋郡宇美町明神坂1-2-1
病院 河野粕屋病院 〒811-2129 糟屋郡宇美町神武原6-1-1
病院 粕屋南病院 〒811-2101 糟屋郡宇美町神武原6-2-7
老人ホーム 特別養護老人ホーム同行園 〒811-2131 糟屋郡宇美町貴船1-2-3
老人ホーム 住宅型有料老人ホーム神苑 〒811-2122 糟屋郡宇美町明神坂1-2-23
老人ホーム ユニット型特別養護老人ホーム同行園 〒811-2131 糟屋郡宇美町貴船1-2-3
病院 河野病院 〒811-2413 糟屋郡篠栗町大字尾仲139
病院 篠栗病院 〒811-2413 糟屋郡篠栗町大字尾仲94
病院 北九州若杉病院 〒811-2416 糟屋郡篠栗町大字田中275
病院 老人保健施設ささぐり泯江苑 〒811-2402 糟屋郡篠栗町大字金出字宮前3558-2
病院 老人保健施設サンライフ陽光苑 〒811-2413 糟屋郡篠栗町大字尾仲94
病院 泯江堂三野原病院 〒811-2402 糟屋郡篠栗町大字金出3553番地
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病院 北九州若杉病院介護医療院 〒811-2416 糟屋郡篠栗町大字田中275
老人ホーム 養護老人ホーム篠栗敬光園 〒811-2405 糟屋郡篠栗町大字篠栗4232-1
病院 社会保険仲原病院 〒811-2233 糟屋郡志免町別府北2-12-1
病院 水戸病院 〒811-2243 糟屋郡志免町大字志免東4-1-1
病院 栄光病院 〒811-2232 糟屋郡志免町別府西3-8-15
老人ホーム 特別養護老人ホームやすらぎの郷 〒811-2208 糟屋郡志免町大字吉原600
病院 水戸病院 〒811-2221 糟屋郡須恵町旅石115-483
病院 水戸病院介護医療院 〒811-2221 糟屋郡須恵町旅石115-483
病院 泰平病院 〒811-2111 糟屋郡須恵町大字新原14-7
病院 老人保健施設ニューライフ須恵 〒811-2221 糟屋郡須恵町旅石115-483
病院 泰平病院介護医療院 〒811-2111 糟屋郡須恵町大字新原14-7
老人ホーム 特別養護老人ホーム恵昭園 〒811-2114 糟屋郡須恵町大字上須恵112-3
老人ホーム 地域密着型介護老人福祉施設アネックス恵昭園 〒811-2114 糟屋郡須恵町大字上須恵112-3
身障施設 障害者支援施設福岡コロニー 〒811-0119 糟屋郡新宮町緑ヶ浜1-11-2
老人ホーム 特別養護老人ホームレイクウッド久山 〒811-2503 糟屋郡久山町大字猪野字池ﾉ浦1610番地40
病院 箱田病院 〒811-2304 糟屋郡粕屋町仲原1-14-14
病院 福岡青洲会病院 〒811-2316 糟屋郡粕屋町長者原西4-11-8
老人ホーム 特別養護老人ホーム緑の里 〒811-2303 糟屋郡粕屋町酒殿3-22-1
老人ホーム ケアハウス緑の里 〒811-2303 糟屋郡粕屋町酒殿3-22-1
老人ホーム ユニット型特別養護老人ホーム緑の里 〒811-2303 糟屋郡粕屋町酒殿3-22-1
病院 介護老人保健施設　青洲の里 〒811-2316 糟屋郡粕屋町長者原西3-13-1
病院 芦屋中央病院 〒807-0141 遠賀郡芦屋町大字山鹿283-7
病院 老人保健施設リカバリーセンターひびき 〒807-0133 遠賀郡芦屋町大字芦屋1145-3
老人ホーム 特別養護老人ホームまつかぜ荘 〒807-0131 遠賀郡芦屋町緑ｹ丘2-2
病院 福岡新水巻病院 〒807-0051 遠賀郡水巻町立屋敷1-2-1
老人ホーム 特別養護老人ホーム水巻松快園 〒807-0048 遠賀郡水巻町吉田南2-9-1
老人ホーム 介護付有料老人ホームあざれあ 〒807-0046 遠賀郡水巻町吉田西3-20-27
病院 堤病院 〒811-4224 遠賀郡岡垣町鍋田2-1-1
病院 介護老人保健施設更生会にじの郷 〒811-4218 遠賀郡岡垣町中央台3-22-1
病院 老人保健施設高倉苑 〒811-4235 遠賀郡岡垣町公園通り1-7-1
病院 遠賀中間医師会おかがき病院 〒811-4204 遠賀郡岡垣町大字手野145
老人ホーム 特別養護老人ホーム恵の家 〒811-4234 遠賀郡岡垣町大字高倉578-1
老人ホーム 特別養護老人ホームあゆみの里 〒811-4224 遠賀郡岡垣町鍋田2-1-6
老人ホーム 住宅型有料老人ホームわらいの里 〒811-4213 遠賀郡岡垣町大字糠塚436-1
病院 遠賀中間医師会おんが病院 〒811-4342 遠賀郡遠賀町大字尾崎1725-2
病院 浅木病院 〒811-4312 遠賀郡遠賀町浅木2-30-1
老人ホーム 養護老人ホーム遠賀静光園 〒811-4332 遠賀郡遠賀町大字上別府1872
老人ホーム 特別養護老人ホーム遠賀園 〒811-4312 遠賀郡遠賀町浅木3-18-1
老人ホーム 特別養護老人ホーム遠賀園（ユニット） 〒811-4312 遠賀郡遠賀町大字浅木3-18-1
病院 小竹町立病院 〒820-1103 鞍手郡小竹町大字勝野1191
病院 老人保健施設きんもくせい 〒820-1103 鞍手郡小竹町大字勝野4204-151
老人ホーム 特別養護老人ホーム新多園 〒820-1104 鞍手郡小竹町大字新多上日177-8
老人ホーム 軽費老人ホーム福寿園 〒820-1103 鞍手郡小竹町大字勝野1751番地
老人ホーム ケアハウスくらじの郷 〒820-1103 鞍手郡小竹町大字勝野1751番地
病院 ユニット型介護老人保健施設きんもくせい 〒820-1103 鞍手郡小竹町大字勝野4204-151
病院 くらて病院 〒807-1311 鞍手郡鞍手町大字小牧2226番地2
病院 介護老人保健施設鞍寿の里 〒807-1312 鞍手郡鞍手町大字中山2425-8
老人ホーム 特別養護老人ホームやすらぎ園 〒807-1303 鞍手郡鞍手町大字木月1826-1
病院 石田病院 〒820-0606 嘉穂郡桂川町大字土師28
老人ホーム 養護老人ホーム白藤の苑 〒820-0609 嘉穂郡桂川町大字吉隈字ｦﾍﾞ田13-96
老人ホーム 特別養護老人ホーム明日香園 〒820-0607 嘉穂郡桂川町大字土師4502-1
老人ホーム 小規模特別養護老人ﾎｰﾑ第二白藤の苑 〒820-0609 嘉穂郡桂川町大字吉隈字ｦﾍﾞ田13-96
老人ホーム ケアハウス明日香園 〒820-0607 嘉穂郡桂川町大字土師4502-1
老人ホーム 特別養護老人ホーム薫風の苑 〒820-0609 嘉穂郡桂川町大字吉隈字ｦﾍﾞ田13-96
病院 太刀洗病院 〒838-0823 朝倉郡筑前町山隈842-1
病院 稲永病院 〒838-0802 朝倉郡筑前町久光1264
病院 介護老人保健施設城山荘 〒838-0825 朝倉郡筑前町大久保501番地
病院 介護老人保健施設ふじ 〒838-0823 朝倉郡筑前町山隈842-1
病院 朝倉記念病院 〒838-0825 朝倉郡筑前町大久保500
老人ホーム 朝倉苑 〒838-0824 朝倉郡筑前町原地蔵2226-3
老人ホーム 特別養護老人ホーム朝老園 〒838-0227 朝倉郡筑前町朝日586
身障施設 菊池園 〒838-0823 朝倉郡筑前町山隈1607-11
老人ホーム 特別養護老人ホーム清和園 〒838-1601 朝倉郡東峰村大字小石原字御輿田708-13
老人ホーム 養護老人ホーム聖母園 〒830-1223 三井郡大刀洗町大字今491
老人ホーム 特別養護老人ホーム聖母園 〒830-1222 三井郡大刀洗町大字上高橋1173-1
老人ホーム 特別養護老人ホーム大刀洗幸生苑 〒830-1221 三井郡大刀洗町大字高樋1245-1
老人ホーム 特別養護老人ホーム山ノ井荘 〒830-0401 三潴郡大木町大字笹渕39-1
老人ホーム 特別養護老人ホームいちご 〒830-0403 三潴郡大木町大字大角1133-1
病院 広川病院 〒834-0115 八女郡広川町大字新代930
病院 馬場病院 〒834-0115 八女郡広川町大字新代1389-409
病院 横田病院 〒834-0115 八女郡広川町大字新代1428-94
病院 姫野病院 〒834-0115 八女郡広川町大字新代2316
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病院 介護老人保健施設舞風台 〒834-0102 八女郡広川町大字水原1498番地
病院 介護老人保健施設舞風台ユニットケア棟 〒834-0102 八女郡広川町大字水原1498
老人ホーム 若久シニアビレッジ 〒834-0115 八女郡広川町新代1389-8
老人ホーム 特別養護老人ホーム彌栄苑 〒834-0115 八女郡広川町大字新代1432-1
老人ホーム 特別養護老人ホーム望岳園 〒822-1402 田川郡香春町大字鏡山433
老人ホーム ケアポート香春 〒822-1404 田川郡香春町大字柿下1302-1
保護施設 救護施設梅寿園 〒822-1404 田川郡香春町大字柿下612-1
病院 老人保健施設サングリーンそえだ 〒824-0601 田川郡添田町大字庄1130
老人ホーム 養護老人ホーム錦風荘 〒824-060１ 田川郡添田町大字庄1106
老人ホーム 特別養護老人ホーム添寿園 〒824-0601 田川郡添田町大字庄1113-2
病院 緑ケ丘病院 〒822-1315 田川郡糸田町3187
病院 老人保健施設レイクヴィラたぎり 〒822-1300 田川郡糸田町字木実浦870-3
病院 介護老人保健施設ユニット型レイクヴィラたぎり 〒822-1300 田川郡糸田町字木実浦870-3
老人ホーム 特別養護老人ホーム長寿園 〒822-1302 田川郡糸田町字水付4154-2
老人ホーム 特別養護老人ホーム豊寿園 〒822-1325 田川郡糸田町1704
老人ホーム 特別養護老人ホームサンハイム豊寿園 〒822-1325 田川郡糸田町1704
病院 川崎町立病院 〒827-0003 田川郡川崎町大字川崎2430-1
病院 松本病院 〒827-0003 田川郡川崎町大字川崎1681-1
病院 介護老人保健施設恵の里 〒827-0003 田川郡川崎町大字川崎3204-1
老人ホーム 愛光園 〒827-0003 田川郡川崎町大字川崎2333
老人ホーム 特別養護老人ホーム恵愛園 〒827-0003 田川郡川崎町大字川崎3205
老人ホーム ハーティーマインドあまぎ 〒827-0001 田川郡川崎町大字安真木3372
老人ホーム ハーティーマインドなぎの 〒827-0001 田川郡川崎町大字安真木3380-3
老人ホーム 特別養護老人ホーム愛寿園 〒824-0511 田川郡大任町大字今任原3401
老人ホーム 特別養護老人ホームグッドライフ 〒824-0512 田川郡大任町大字今任原3486-3
老人ホーム 特別養護老人ホームよろこび 〒824-0512 田川郡大任町大字大行事4126
老人ホーム 特別養護老人ホーム青楽園 〒824-0432 田川郡赤村大字内田2233-1
老人ホーム 特別養護老人ホームサミック 〒824-0431 田川郡赤村大字赤4538-2
病院 上野病院 〒822-1102 田川郡福智町上野3420
病院 田川慈恵病院 〒822-1212 田川郡福智町弁城3552
病院 老人保健施設慈恵苑 〒822-1212 田川郡福智町弁城3557
老人ホーム 特別養護老人ホーム第二長寿園 〒822-1201 田川郡福智町金田1257-2-1
老人ホーム 特別養護老人ホーム福智園 〒822-1212 田川郡福智町弁城4193-28
老人ホーム 特別養護老人ホーム方信園 〒822-1211 田川郡福智町伊方2611-1
老人ホーム 特別養護老人ホーム慶寿園 〒822-1102 田川郡福智町上野字郷の谷3175-3
老人ホーム 有料老人ホーム藤の里 〒822-1202 田川郡福智町神崎1098-237
身障施設 障害者支援施設西友苑 〒822-1202 田川郡福智町神崎1533-151
病院 小波瀬病院 〒800-0344 京都郡苅田町新津1598
病院 御所病院 〒800-0344 京都郡苅田町大字新津1400
病院 京町病院 〒800-0351 京都郡苅田町京町2丁目21-1
病院 老人保健施設博愛苑 〒800-0364 京都郡苅田町大字提字唐松2781
病院 介護老人保健施設こもれび 〒800-0334 京都郡苅田町大字法正寺568番地
老人ホーム 特別養護老人ホーム白川園 〒800-0334 京都郡苅田町大字法正寺623-1
病院 京都病院 〒824-0811 京都郡みやこ町勝山箕田298
病院 老人保健施設アデリーヌみやこ 〒824-0100 京都郡みやこ町豊津台ヶ原2128
病院 介護老人保健施設菖蒲 〒824-0802 京都郡みやこ町勝山箕田317
病院 介護老人保健施設御所 〒824-0802 京都郡みやこ町勝山箕田317
老人ホーム 特別養護老人ホーム勝山苑 〒824-0801 京都郡みやこ町勝山大久保3224-1
老人ホーム 特別養護老人ホーム犀川園 〒824-0216 京都郡みやこ町犀川谷口759
身障施設 錦陵の苑 〒824-0114 京都郡みやこ町節丸930
老人ホーム 特別養護老人ホーム吉富鳳寿園 〒871-0821 築上郡吉富町大字幸子803-1
老人ホーム 特別養護老人ホーム安雲拓心苑 〒871-0904 築上郡上毛町大字安雲585-4
老人ホーム 特別養護老人ホームたいへい苑 〒871-0928 築上郡上毛町大字西友枝1938-1
病院 宮部病院 〒829-0311 築上郡築上町大字湊335
病院 介護老人保健施設青海山荘 〒829-0311 築上郡築上町大字湊1277-3
病院 介護老人保健施設ピア・ハート 〒829-0111 築上郡築上町大字安武844‐2
病院 介護老人保健施設ピア・ハートⅡ 〒829-0111 築上郡築上町大字安武844‐2
老人ホーム 特別養護老人ホーム愛翠苑 〒829-0314 築上郡築上町大字上ﾉ河内1048
老人ホーム 特別養護老人ホーム誠松園 〒829-0111 築上郡築上町大字安武990
老人ホーム 有料老人ホーム桜 〒829-0342 築上郡築上町大字東八田814-1
老人ホーム 特別養護老人ホームナーシングホームあかり 〒829-0102 築上郡築上町大字築城165-1
老人ホーム サービス付き高齢者向け住宅桜Ⅱ番館 〒829-0342 築上郡築上町大字東八田802
身障施設 障害者支援施設和光苑 〒829-0314 築上郡築上町大字上河内1033-1
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