
小倉北区①
登録医療機関 所在地 電話番号

かもめ医院 あ 赤坂一丁目８－７－１F 093-521-0500 外科 内科

ふじひら内科医院 浅野一丁目１－１　ＪＲ小倉駅アミューズプラザ７Ｆ 093-512-1102 内科（甲状腺・糖尿病）

やすだクリニック 浅野二丁目１４－１　ＫＭＭビル２Ｆ 093-551-7737 心療内科 内科

小倉下肢静脈瘤クリニック 浅野二丁目１４－１　ＫＭＭビル１Ｆ 093-511－5557 血管外科（静脈瘤）

ひわきクリニック 浅野２－１４－６５ 093-511-2014 消化器内科 呼吸器内科 外科 リハビリテーション科

村岡内科・消化器科クリニック 浅野二丁目１８－１５　ＭＯビル１Ｆ 093-533-5588 内科 消化器科 放射線科

田辺内科精神科医院 朝日ヶ丘３－１０ 093-592-3852 内科 精神科

武田眼科医院 足原一丁目８－１７ 093-521-1221 眼科

佐藤医院 足原二丁目３－２８ 093-921-3365 整形外科 形成外科 皮膚科 リハビリテーション科

やの眼科医院 愛宕一丁目５－７０ 093-583-8335 眼科

あだち宇野内科クリニック 足立一丁目２－２３ 093-551-7788 内科 胃腸科 循環器科

勝本外科日帰り手術クリニック 足立二丁目１－１０ 093-921-3030 外科

産科・婦人科・麻酔科足立クリニック 足立二丁目３－３９ 093-922-2020 産科 婦人科 麻酔科

あだち古賀クリニック 足立三丁目１－２７ 093-931-2757 小児科 アレルギー科 内科 呼吸器科

えびす子どもクリニック 井堀三丁目１０－６ 093-581-0333 小児科 アレルギー科

ありどめ内科クリニック 井堀三丁目１－１３ 093-583-0577 内科 循環器科 呼吸器科 消化器科

水之江クリニック 井堀三丁目２４－８ 093-571-3072 内科 呼吸器内科 アレルギー科 リハビリテーション科

岸本内科クリニック 今町一丁目１－１６ 093-582-5900 内科 胃腸科 消化器科 アレルギー科

ケーズ美容皮ふ科 魚町１-3-5　西川ビル２階 093-967-0632 美容皮ふ科 皮ふ科

うおずみクリニック 魚町二丁目１－１０ 093-512-0700 精神科 心療内科

丸岡内科医院 魚町二丁目１－１３ 093-551-3456 内科 胃腸科

小倉めんたるクリニック 魚町二丁目４－１１ 093-551-8086 心療内科 精神科

森クリニック 魚町四丁目３－８ 093-533-1179 整形外科 リハビリ科

白川クリニック 魚町４－３－８－３Ｆ 093-512-3610 精神科 心療内科

安藤整形外科医院 宇佐町一丁目１０－９ 093-531-0788 整形外科 リウマチ科 リハビリテーション科

まつおか内科クリニック 宇佐町一丁目７－３４ 093-521-3952 内科 消化器内科

三原デイケア＋クリニック りぼん・りぼん 宇佐町一丁目９－３０ 093-513-2565 精神科 心療内科 リハビリテーション科

北城クリニック 宇佐町二丁目８－１３ 093-521-1723 外科 胃腸内科

おさき内科・呼吸器科クリニック え 江南町２－２６ 093-932-1102 内科 呼吸器科 アレルギー科 リハビリテーション科

大田町医院 大田町２－１１ 093-522-1366 胃腸科 内科 放射線科

なす内科クリニック 大手町１２－４　２Ｆ 093-562-0101 内科 消化器科

おおてまちキッズクリニック 大手町１２－４　２Ｆ 093-562-8833 小児科

やます整形外科リウマチ科クリニック 大手町１３－３４－２０４　ハローパーク大手町２Ｆ 093-533-0098 整形外科 リウマチ科

大手町いまながクリニック 大手町１３－３４　ハローパーク大手町２０３ 093-562-2580 内科 呼吸器内科

大手町診療所 大手町１４－２２ 093-592-0100 内科

さがら内科クリニック 大畠３－３－５０－１ 093-512-5068 内科 消化器内科

香川医院 大畠二丁目６－４７ 093-521-7440 内科 消化器科

本田眼科医院 大畠三丁目２－５０ 093-513-0808 眼科

伊与田医院 鍛冶町一丁目３－８ 093-521-4667 皮膚科 泌尿器科

阪東医院 鍛冶町一丁目５－１０ 093-521-2103 耳鼻咽喉科

合馬内科クリニック 鍛冶町二丁目２－２２ 093-521-1053 内科 胃腸科 循環器科

清水医院 片野一丁目１１－23 093-921-2228 外科 整形外科 麻酔科

中川クリニック 片野一丁目１－５７ 093-921-1113 皮膚科

中村正内科循環器科クリニック 片野一丁目１６－２１ 093-922-0278 内科 循環器科

松村内科医院 片野二丁目１－１４ 093-931-0154 内科 小児科 消化器科

柏木内科医院 片野二丁目２１－１０ 093-921-7943 内科 消化器内科 リウマチ科

たまき腎クリニック 片野二丁目２１－１１ 093-922-6700 腎臓内科

さだもと胃腸内科クリニック 片野三丁目２－２ 093-922-3535 内科 消化器科

はたけやまクリニック 片野三丁目４－１８ 093-383-2308 心療内科 精神科

松木整形外科医院 片野新町二丁目１４－１０ 093-922-0119 整形外科

きはら内科クリニック糖尿病内科 片野新町三丁目１－１　メディプラ城野２０１ 093-932-8777 糖尿病内科 消化器内科 一般内科

川田眼科医院 片野新町三丁目１－１　メディプラ城野２Ｆ 093-932-4811 眼科

土倉内科循環器クリニック 上到津二丁目３－３８ 093-571-3616 外科 整形外科 循環器内科 漢方内科

くろき・ひろクリニック 上到津三丁目８－１１ 093-651-3847 内科 小児科 美容外科 形成外科

久保内科クリニック 上到津四丁目７－２７ 093-653-4141 内科 肝臓内科 消化器内科

まつもとクリニック 上富野四丁目１２－４４ 093-521-8504 内科 小児科 アレルギー科

野中内科医院 上富野四丁目３－６ 093-521-3210 内科 循環器科
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小倉北区②
登録医療機関 所在地 電話番号

山鹿クリニック 香春口一丁目１３－１ 093-922-8833 脳神経外科

眠りとこころのＹＯＵクリニック有吉祐睡眠クリニック 香春口一丁目１３－１　２Ｆ 093-921-4133 精神科 心療内科

耳鼻咽喉科ふるのクリニック 香春口一丁目１３－１　ﾒﾃﾞｲｯｸｽ三萩野２Ｆ 093-923-3331 耳鼻咽喉科

香春口クリニック 香春口一丁目３－５ 093-932-2207 内科 循環器内科

辻田耳鼻咽喉科医院 香春口一丁目６－８ 093-921-0909 耳鼻咽喉科

古野整形外科麻酔科クリニック 香春口二丁目８－１６ 093-921-2317 整形外科 麻酔科 リハビリテーション科

古河医院 木町二丁目１０－１ 093-561-0846 皮膚科 泌尿器科 漢方内科

産婦人科診療所マ・メール 木町二丁目２－２６ 093-561-4047 産婦人科

白石胃腸科内科医院 木町三丁目１０－１６ 093-581-0392 内科 消化器内科

市吉外科胃腸科クリニック 木町三丁目８－８ 093-561-4477 外科 胃腸内科 整形外科 皮膚科

西見整形外科医院 木町四丁目１－２ 093-562-1645 整形外科 リウマチ科 リハビリテーション科

浦田診療所 木町四丁目３－２０ 093-561-0555 眼科

行徳クリニック 京町一丁目２－２４ 093-511-3838 婦人科 美容外科

鳥居耳鼻咽喉科医院 京町一丁目２－２４ 093-511-1405 耳鼻咽喉科 気管食道科 アレルギー科

志田山形成外科 京町一丁目５－１０ 093-511-3333 形成外科

東邦クリニック 京町一丁目５－１１ 093-512-6601 麻酔科 内科 皮膚科

京町クリニック 京町一丁目５－１８ 093-521-6730 内科 呼吸器内科 放射線科

和田整形外科クリニック 京町二丁目７－８ 093-551-3900 整形外科 リハビリテーション科

たけうちクリニック 京町三丁目１－１　コレット地下１Ｆ 093-967-8302 心療内科 精神科 内科

ほりたレディースクリニック 京町三丁目１－１　コレット地下１Ｆ 093-513-4122 婦人科（生殖医療） 産科

山本内科・糖尿病内科 京町四丁目５－２２ 093-521-8131 内科 糖尿病内科

きよみず耳鼻咽喉科クリニック 清水二丁目１１－１５ 093-981-0343 耳鼻咽喉科 アレルギー科

濵口産婦人科クリニック 清水二丁目１４－２４ 093-561-0776 産婦人科

いのうえ小児科クリニック 清水二丁目３－１－４ 093-383-7388 小児科

森林クリニック 霧ヶ丘二丁目９－３３ 093-932-7100 脳神経外科 脳神経外科 皮膚科 アレルギー科

とくなが小児科クリニック 霧ヶ丘三丁目１３－２２ 093-932-0250 小児科 小児神経内科

大串皮膚泌尿器科医院 金鶏町１－３８ 093-651-3253 皮膚科 泌尿器科 性感染症科

なおみ＆ふじおクリニック 金鶏町５－２２ 093-653-4658 内科 小児科 心療内科 呼吸器科

山崎リゾートクリニック 熊谷二丁目１－４ 093-571-0022 内科 小児科 外科 リハビリテーション科

ひらの整形外科クリニック 熊本一丁目４－６ 093-932-1770 整形外科 リハビリテーション科

松永胃腸内科外科医院 熊本一丁目９－１０ 093-951-1135 胃腸内科 肛門外科 外科 リハビリテーション科

石橋クリニック 熊本三丁目１４－５４ 093-931-3265 内科 外科(内視鏡） 大腸肛門外科

田原医院 熊本三丁目１－６ 093-931-0458 内科 循環器内科

岩田整形外科医院 熊本四丁目３－２９ 093-941-6875 整形外科 リウマチ科 リハビリテーション科

加生医院 黒住町２４－８ 093-921-5842 内科 小児科

やない内科循環器科医院 黒原一丁目１－５ 093-921-8800 内科 循環器科 呼吸器科 消化器科

増田クリニック 黒原三丁目１５－２ 093-932-2666 消化器科 眼科

坂口こどもクリニック 黒原三丁目２０－６ 093-951-1315 小児科

やまさき内科医院 黒原三丁目２－３２ 093-921-7800 内科

宮本眼科 黄金一丁目１－７ 093-932-5800 眼科

小倉中央診療所 黄金一丁目８－２２ 093-921-2179 外科 内科

近藤ウイメンズ・クリニック 米町一丁目１－２１　６Ｆ 093-511-3881 婦人科 心療内科

秋吉内科小児科医院 米町一丁目５－１０ 093-521-9302 内科 小児科

こくらアレルギークリニック 米町二丁目２－１　新小倉ビル２Ｆ 093-513-8108 アレルギー科 小児科 内科

第一心療クリニック 堺町一丁目２－１６ 093-522-6620 精神科 心療内科 内科

広石眼科 堺町一丁目３－１ 093-521-0517 眼科

安田循環器科内科クリニック 三郎丸一丁目７－５ 093-922-7563 循環器科 内科 リハビリテーション科

耳鼻咽喉科　三保木医院 重住三丁目２－１６ 093-922-8822 耳鼻咽喉科

前山整形外科医院 重住三丁目４－２７ 093-931-1277 整形外科 リハビリテーション科 リウマチ科

小森内科医院 重住三丁目９－２２ 093-922-4481 内科 循環器科

わだ整形外科・内科クリニック 篠崎二丁目４５－１１ 093-562-8070 整形外科 リハビリテーション科 内科 消化器科

田中こどもクリニック 篠崎三丁目１１－５ 093-591-1011 小児科

田中医院 篠崎三丁目５－２４ 093-561-3066 内科 循環器内科 消化器科

きのした内科消化器科クリニック 篠崎三丁目９－６ 093-571-6500 内科 消化器科

ひまりクリニック 下到津１－４－１１下到津ワイズビル２Ｆ 093-563-2111 皮膚科 形成外科 外科 美容外科

庄野クリニック 下到津四丁目１０－３５ 093-581-8787 外科 循環器内科 内科

松永脳神経外科クリニック 下到津五丁目８－２４ 093-591-1101 脳神経外科 神経内科
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小倉北区③
登録医療機関 所在地 電話番号

山田内科医院 下富野一丁目４－４７ 093-531-1746 内科 消化器内科 神経内科 リハビリテーション科

金子クリニック 下富野二丁目１０－２９ 093-953-7002 外科 胃腸内科 消化器内科

佐伯医院 下富野三丁目１１－１ 093-521-6796 内科 小児科 消化器科 呼吸器科

清水ファミリークリニック 下富野四丁目２１－１３ 093-551-0602 小児科 皮膚科 内科 小児神経科

あすなろ内科クリニック 下富野五丁目２６－２８ 093-521-0035 内科 消化器科 呼吸器科 循環器科

村田クリニック 昭和町１３－２３ 093-941-0606 皮膚科 形成外科

永田内科小児科医院 昭和町３－７ 093-941-2215 内科 小児科

やすなが整形外科 清水三丁目６－１６ 093-562-8011 整形外科 麻酔科 リハビリテーション科

しらにた整形外科クリニック 白銀一丁目６－１３ 093-967-1121 整形外科 リハビリテーション科 リウマチ科

山形内科医院 白銀二丁目３－２７ 093-931-0058 内科 循環器科

坂田肛門科医院 神幸町２－２８ 093-551-1025 肛門科 胃腸科

たなか内科・眼科クリニック 神幸町８－１２ 093-551-2205 内科 小児科 循環器科 眼科

赤司医院 新高田二丁目２－１０ 093-571-6051 内科

すなつ松井クリニック す 砂津二丁目１－３７ 093-551-1511 外科 胃腸内科 リハビリテーション科

みつもとクリニック 船場町３－５　ファッションビル船場３Ｆ 093-511-1200 婦人科

むらなが皮フ科形成外科 船場町３－７ みかげテラス３F 093-513-5503 皮膚科 形成外科

レディースクリニック　くわのきみこ 船場町４－２７　船場クリスタビル４F 093-533-5855 産婦人科

藤井内科医院 船場町５－５ 093-541-0388 内科 呼吸器内科

藤島クリニック 大門二丁目１－１０ 093-561-2321 内科 循環器内科 神経内科

大久保内科胃腸科 高坊一丁目１０－１６ 093-931-1618 内科 胃腸科

たかぼうクリニック 高坊二丁目８－３３ 093-921-5010 外科 透析

岡部内科医院 高峰町１１－２５ 093-561-5345 内科 小児科 循環器科 消化器科

三村眼科医院 竪町二丁目６－１１ 093-561-7905 眼科

萬納寺医院 田町６－３０ 093-561-3456 内科 小児科 消化器科

田中整形外科医院 田町９－２６ 093-582-1110 整形外科 リハビリテーション科 リウマチ科

一本杉外科医院乳腺外科 中井二丁目６－２０ 093-581-7000 乳腺外科 外科

はまのうえ眼科医院 中井二丁目１４－６・２Ｆ 093-581-3788 眼科

もりもと整形リハビリクリニック 中井二丁目４－１０ 093-583-5524 整形外科 リハビリテーション科 リウマチ科

白神クリニック 中井二丁目４－９ 093-591-8000 内科 外科 消化器科 呼吸器科

井口産婦人科医院 中井三丁目１７－１９ 093-571-0055 産婦人科

いくの医院 中井三丁目１７－２３ 093-561-1152 内科 麻酔科 リハビリテーション科

ゆげ小児科クリニック 中井三丁目１７－８ 093-562-6050 小児科

渡辺内科医院 中井四丁目 ４－２１ 093-581-1340 内科

高柳かおり皮ふ科クリニック 中井四丁目５－２ 093-562-0121 皮膚科

前川リウマチ科整形外科クリニック 中井四丁目５－２ 093-592-1212 整形外科 リウマチ科

永富のりこ内科消化器科クリニック 中井四丁目７－７３ 093-981-0558 内科 消化器科

やなぎさわ皮フ科クリニック 中井五丁目１４－３ 093-583-1112 皮膚科

萩崎クリニック 萩崎町１－４１ 093-922-3137 精神科

貞元内科医院 馬借一丁目１０－８ 093-551-0811 内科 消化器内科 糖尿病内科 老年内科

おかべアレルギークリニック 馬借一丁目５－３ 093-531-2750 アレルギー科

伊藤クリニック 馬借一丁目６－１７－２０１ 093-521-0318 内科

平田整形外科医院 馬借二丁目１－２２ 093-511-2668 整形外科 リウマチ科 理学療法科

馬借内科クリニック 馬借二丁目２－１０ 093-521-7557 内科 胃腸内科 麻酔科 循環器内科

清水内科胃腸科医院 馬借二丁目６－５ 093-522-1163 内科 胃腸科

かわい泌尿器科クリニック 馬借三丁目３－３４ 093-551-9900 泌尿器科

よしだ小児科医院 馬借三丁目３－３６ 093-531-7741 小児科

井形クリニック 馬借三丁目３－３７ 北九州地所ビル３Ｆ 093-533-1988 精神科

具嶋医院 原町一丁目１４－２０ 093-561-3956 内科 小児科

安元耳鼻咽喉科医院 原町二丁目６－２０ 093-561-1324 耳鼻咽喉科

きたがわ内科小児科クリニック 日明二丁目１７－１５ 093-583-0303 内科 小児科

米良医院 日明二丁目２-１ 093-561-4876 外科 整形外科 胃腸科

堀内医院 日明三丁目５－４ 093-571-8886 内科 呼吸器科 胃腸科 アレルギー科

小林外科医院 日明四丁目６－２８ 093-561-6353 外科 胃腸内科 整形外科

あまのクリニック 東篠崎三丁目５－４８ 093-967-9186 内科 外科 消化器内科

し

せ

診療科
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久米内科クリニック 真鶴一丁目３－２３ 093-562-7757 内科 胃腸科 呼吸器科

中西ゆきこ眼科医院 真鶴一丁目４－１ 093-562-3733 眼科

ながさきクリニック 真鶴一丁目４－１１　（５階） 093-562-0900 内科

大郷内科クリニック 真鶴一丁目４－１２ 093-581-6766 内科

高野内科クリニック 真鶴二丁目８－２３ 093-651-3358 循環器内科 内科

みどりヶ丘内科産婦人科医院 緑ヶ丘二丁目８－３１ 093-561-3567 内科 婦人科

ますち内科クリニック 南丘一丁目２２－１１ 093-583-5200 内科 消化器科 呼吸器科

ながいクリニック 三萩野一丁目１２－２８－１０２ 093-921-6060 内科 糖尿病内科

天ヶ瀬クリニック 三萩野一丁目１２－２８　２Ｆ 093-921-3588 消化器内科 内科

今渡循環器科内科医院 吉野町１１－１５ 093-921-7170 循環器内科 内科

徳山外科医院 吉野町１２－１ 093-931-8550 外科

池田内科・呼吸器内科クリニック わ 若富士町７－２０ 093-931-8561 内科 呼吸器内科 消化器内科

ま

み

診療科

よ


