
小倉南区①
登録医療機関 所在地 電話番号

東谷医院 大字新道寺１２９番地の４ 093-451-1331 内科 消化器科

田原医院 大字新道寺３９７－１ 093-451-0033 内科

前田クリニック 大字呼野１０９１ 093-453-2345 内科 胃腸科 循環器科 外科

ＯＺＵＭＩクリニック 長行東二丁目１４－１１ 093-452-1117 形成外科 美容外科 皮膚科

なかむら産家医院 上葛原一丁目９－１３ 093-922-1085 産婦人科

そお小児科クリニック 上曽根五丁目２－１ 093-471-1593 小児科 内科

八木医院 蒲生五丁目２－１ 093-962-5275 肛門科 胃腸科 外科

牧坂内科消化器科医院 企救丘二丁目２－２６ 093-961-5151 内科 消化器科 循環器科 呼吸器科

かたやま脳外科内科クリニック 企救丘三丁目１７－３ 093-961-0019 脳神経外科 神経内科 内科

おのクリニック 企救丘三丁目１７－４－１０１ 093-963-8888 麻酔科 神経科 リハビリテーション科

おかざきこどもクリニック 企救丘四丁目１６－６ 093-965-7007 小児科

田辺内科小児科医院 企救丘四丁目７－２ 093-962-0825 内科 小児科

猪原整形外科医院 企救丘五丁目２０－３ 093-965-2333 整形外科

宮崎医院 北方二丁目１９－１ 093-921-2058 皮膚科 泌尿器科 腎クリニック

かなめクリニック 北方二丁目８－４ 093-931-4100 精神科 心療内科 内科

きたやま乳腺クリニック 北方二丁目１０－１０ 093-923-1515 乳腺科

さくら整形外科リハビリテーション医院 朽網西１－１７－１３ 093-472-8000 整形外科 リウマチ科 リハビリテーション科 呼吸器内科

波多野医院 朽網西五丁目１３－１ 093-473-1221 内科

ひのクリニック 朽網東二丁目１１－４ 093-475-9090 内科 胃腸科

にしだ眼科医院 朽網東二丁目１１－５ 093-475-0770 眼科

松原整形外科医院 朽網東二丁目１１－７ 093-475-6333 整形外科

たけ皮膚科医院 朽網東二丁目１１－８ 093-475-8811 皮膚科

やぎゅうクリニック 葛原五丁目６－３２ 093-474-8900 内科 外科 消化器科 呼吸器科

K‘ｓクリニック皮ふ科 葛原本町１－６－７ 093-981-6167 皮膚科

いいお内科循環器科クリニック 葛原本町一丁目６－３０ 093-474-3775 内科 循環器科

周田医院 葛原本町一丁目１０－１６ 093-471-1101 内科 消化器内科 呼吸器内科

熊谷医院 葛原本町三丁目５－７ 093-471-7077 婦人科 内科

久保眼科クリニック 葛原本町六丁目６－９ 093-474-8001 眼科

やまさきクリニック 葛原本町六丁目７－２ 093-474-8866 内科 小児科 外科

坂本耳鼻咽喉科医院 葛原東三丁目１４－３　２Ｆ 093-473-2806 耳鼻咽喉科

久能整形外科消化器科医院 葛原東三丁目１４－４９ 093-473-2500 整形外科 リハビリテーション科 リウマチ科 消化器科・内科

泌尿器科いとうクリニック 葛原東三丁目１４－７ 093-474-4919 泌尿器科

つるどめ乳腺・大腸・肛門クリニック 葛原東三丁目２－７ 093-471-0881 乳腺外科 肛門外科 胃腸内科 内科

岡田クリニック 志井１７１０－１ 093-962-4976 内科 胃腸内科 循環器内科

もものクリニック 志井一丁目２７－１０ 093-963-6300 胃腸内科 呼吸器内科 外科

古賀クリニック 志徳二丁目6-15　メゾンモンブラン企救丘壱番館101号 093-961-5230 内科 小児科 循環器科 呼吸器科

岩本内科医院 下石田一丁目２－８ 093-961-4118 内科 消化器科

鍋島眼科医院 下石田１－１－８ 093-473-4976 眼科

中原クリニック 下石田三丁目１０－１９ 093-962-5566 外科 胃腸内科 肛門科

川沢医院内科・脳神経クリニック 下城野二丁目４－３ 093-952-6060 内科 脳神経内科

はら内科整形外科クリニック 下曽根一丁目８－１６ 093-472-5131 内科 糖尿病内科 整形外科 リハビリテーション科

橋本クリニック 下曽根二丁目１３－１５ 093-474-7780 麻酔科 リハビリテーション科

藤村医院 下曽根三丁目５－１２ 093-471-7603 内科 小児科

木村医院 下曽根四丁目２３－２８ 093-471-7888 内科 胃腸科 消化器科 呼吸器科

中森眼科医院 下曽根四丁目２５－１５ 093-472-6948 眼科

宗クリニック 下曽根四丁目５－６ 093-471-1141 内科 消化器科 小児科

中村内科循環器科クリニック 下曽根新町１８－１ 093-475-6511 内科 循環器内科

きむらクリニック 下貫一丁目５－６ 093-474-3601 内科 消化器科

にしな整形外科医院 下貫一丁目５－７ 093-474-1888 整形外科 麻酔科 リハビリテーション科 リウマチ科

宮崎内科・循環器科医院 城野一丁目１５番３８号 093-921-5968 内科 循環器科

伊東レディースクリニック 城野四丁目４－１６ 093-921-1103 産婦人科 麻酔科

青木クリニック せ 星和台一丁目１－８－１ 093-962-0666 内科 外科 消化器内科

しもそね整形外科・骨そしょう症クリニック 曽根北町２－２６ 093-474-6683 整形外科 リハビリテーション科

新北九州腎臓クリニック 曽根北町４－１１ 093-474-7200 腎臓内科 人工透析内科 糖尿病内科 内科

井原クリニック 高野一丁目１２－１８ 093-452-1113 胃腸内科 内科 外科

まつだ泌尿器科医院 田原三丁目１２－４３ 093-475-1888 泌尿器科 皮膚科

眞崎クリニック 田原四丁目９－１４ 093-473-5111 内科 外科 リハビリテーション科
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小倉南区②
登録医療機関 所在地 電話番号

山口クリニック 田原新町二丁目１２－１７ 093-475-8777 脳神経外科 神経内科

金上クリニック 田原新町二丁目１２－２１ 093-473-6677 心療内科 精神科

北九州腎臓クリニック 田原新町二丁目３－８ 093-475-4939 腎臓内科 糖尿病内科 透析科

わたなべ内科・消化器科クリニック 田原新町二丁目６－２ 093-472-8226 内科 消化器内科

上田惠亮整形外科医院 田原新町三丁目１２－６ 093-474-2500 整形外科 リウマチ科 リハビリテーション科

冨士本眼科医院 田原新町三丁目６－９ 093-475-2210 眼科

石松ウイメンズクリニック つ 津田新町四丁目５－１ 093-474-6700 婦人科（生殖医療）

髙根内科医院　 徳吉西一丁目１－５ 093-451-5796 糖尿病内科 循環器内科 呼吸器内科 消化器内科

都留内科医院 徳吉西三丁目５－２５ 093-452-1115 内科

沖田クリニック 徳力一丁目１０－３ 093-962-3650 内科 消化器科 小児科

いちはしクリニック 徳力一丁目１１－２２ 093-965-2111 内科 循環器科 アレルギー科

ありたクリニック 徳力一丁目６－２０ 093-965-2022 肛門外科 胃腸内科 外科

安部外科整形外科医院 徳力二丁目２－１０ 093-961-3615 整形外科 外科 皮膚科 リハビリテーション科

あべ眼科医院 徳力二丁目２－１１ 093-965-8120 眼科

みちおかレディースクリニック 徳力二丁目２２－２８ 093-963-0317 産婦人科

徳原クリニック 徳力三丁目１２－２５ 093-962-0622 外科 消化器科 肛門外科

行実医院 徳力三丁目１２－２７ 093-962-7983 耳鼻咽喉科

井上眼科医院 徳力三丁目１４－１２ 093-962-3881 眼科

白石医院 徳力三丁目６－１８ 093-961-3916 内科

ますゆき皮フ科クリニック 徳力三丁目９－２ 093-965-4112 皮膚科

げんだいクリニック 徳力四丁目１５－１０ 093-963-8633 糖尿病内科

ふじむら耳鼻咽喉科 徳力四丁目２３－３０ 093-383-3387 耳鼻咽喉科

あおきクリニック 徳力六丁目１１－１ 093-963-7500 内科

幸の鳥医院 徳力新町一丁目２０－１６ 093-962-1113 産婦人科

そえだ医院 徳力新町一丁目２０－１８ 093-963-0038 内科 胃腸科 外科

徳力小野医院 徳力新町二丁目１３－２６ 093-963-8844 麻酔科 内科 リハビリテーション科

レディースメンタルクリニック・カナリア 徳力新町二丁目１７－１ 093-963-2550 心療内科 精神科

徳力団地診療所 徳力団地２－１０ 093-961-3774 内科 小児科

石橋胃腸科医院 長尾四丁目３３－８ 093-451-6558 内科 消化器内科 放射線科

杉本クリニック 中曽根一丁目１３－６ 093-473-0300 内科

久保整形外科医院 中曽根三丁目２－２１ 093-471-7017 整形外科

久保内科・消化器科クリニック 中曽根五丁目７－２２ 093-475-9771 内科 消化器科

宗産婦人科医院 中曽根六丁目９－３０ 093-471-2700 産婦人科

岩本クリニック 中貫一丁目２０－５０ 093-472-1281 内科 外科 消化器内科 緩和ケア内科

植田クリニック 中吉田二丁目１－１０ 093-475-2100 脳神経外科

板家循環器科内科医院 中吉田一丁目３－２０ 093-473-0012 内科 循環器科

渋江医院 中吉田三丁目２０－１ 093-471-7146 内科 神経内科 小児科

さかい整形外科医院 中吉田六丁目２４－３３ 093-473-0800 整形外科 リハビリテーション科 リウマチ科

小野クリニック 沼新町一丁目２－１０ 093-474-8881 内科 消化器科 外科

いのうえレディースクリニック 沼緑町一丁目１９－１２ 093-474-1103 産婦人科

岡林医院 沼南町二丁目２－２２ 093-471-0303 内科 小児科

なかなみメンタルクリニック 沼緑町五丁目１－１５　３Ｆ 093-471-5533 精神科 心療内科

としか内科循環器科医院 沼緑町五丁目３－２ 093-474-2223 内科 循環器科

ひさとみ医院 ひ 東貫二丁目２－１ 093-475-4976 内科 外科 消化器科 肛門科

東洋クリニック 富士見一丁目５－３７ 093-952-5432 内科 漢方

久米整形外科医院 富士見二丁目３－３０ 093-921-0654 整形外科 リウマチ科 リハビリテーション科

はが眼科医院 富士見二丁目４－７ 093-922-3344 眼科

手島整形外科医院 南方三丁目１－２７ 093-964-6556 整形外科 リウマチ科 リハビリテーション科

ひらの子どもクリニック 南方四丁目８－２９ 093-962-2345 小児科

嘉武医院 南若園町７－２３ 093-962-1288 消化器科 外科 小児科
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小倉南区③
登録医療機関 所在地 電話番号

政所クリニック 守恒一丁目１１－８ 093-962-0322 神経内科 内科 外科

あみと小児科医院 守恒二丁目１－３７ 093-962-7711 小児科

森田医院 守恒二丁目８－１８ 093-963-0022 内科 胃腸科 放射線科

守恒レディースクリニック 守恒本町一丁目１２－１１ 093-962-0171 産科 婦人科

土井皮フ科クリニック 守恒本町二丁目２－３４ 093-961-1001 皮膚科

なんだて内科循環器科 守恒本町三丁目２－１５ 093-963-1631 内科 循環器内科

河田耳鼻咽喉科医院 湯川一丁目１－１７ 093-931-0525 耳鼻咽喉科

坂本クリニック耳鼻咽喉科 湯川一丁目３－２３ 093-923-3387 耳鼻咽喉科 気管食道科 アレルギー科 頭頸部外科

奥医院 湯川一丁目４－６ 093-931-6611 内科 胃腸科

かん養生クリニック 湯川新町三丁目７－１ 093-931-1101 精神科 内科（漢方）

ゆたかクリニック 湯川新町四丁目２４－１１ 093-932-7550 小児科

前川クリニック 横代北町一丁目３－１２ 093-962-6334 皮膚科

くが整形外科医院 横代北町一丁目３－２９ 093-964-0003 整形外科 リウマチ科

はやし内科・胃腸科クリニック 横代北町一丁目３－３２ 093-963-6110 消化器科 内科

永井整形外科外科医院 横代北町二丁目６－３４ 093-962-0151 整形外科 リウマチ科 リハビリテーション科 外科

中村内科クリニック 横代北町四丁目２０－６ 093-962-0022 内科 消化器科

堂園クリニック わ 若園一丁目１７－３６ 093-921-3817 内科 小児科 消化器内科

佐藤こどもクリニック 若園一丁目１－３０ 093-952-6054 小児科 内科 アレルギー科

西クリニック 若園二丁目６－２８ 093-952-1124 循環器科 内科

良永医院 若園三丁目１－２５ 093-921-1416 内科 循環器科 呼吸器科 小児科

中島整形外科 若園四丁目１４－１１ 093-231-1030 整形外科 リウマチ科 リハビリテーション科
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