
門司区①
登録医療機関 所在地 電話番号

たけはら内科クリニック 稲積一丁目１１－２ 093-382-1616 内科 呼吸器内科 消化器内科

石本医院 稲積一丁目３－２８ 093-391-3221 外科 胃腸科

城崎耳鼻咽喉科医院 梅ノ木町３－１１ 093-381-0726 耳鼻咽喉科 気管食道科

大里クリニック 梅ノ木町４－２ 093-381-4111 精神科 心療内科 内科 神経内科

西明内科消化器科医院 老松町１０－１７ 093-331-8686 内科 消化器科

白石医院 大字伊川１０１３番地 093-481-0061 内科 小児科

きしもとクリニック 大字吉志４０７ 093-483-1600 内科 小児科 血液透析科

渡辺胃腸科医院 大字畑１４２３番地１０ 093-481-3225 胃腸科 内科 放射線科

酒井整形外科医院 大字畑２００８ー５ 093-481-1010 整形外科 リウマチ科 リハビリテーション科

成田医院 大字畑２１２７－１ 093-481-3090 内科 消化器内科 外科 整形外科

大里おおかわ診療所 か 上二十町１－１２ 093-391-1999 内科 小児科

よすえ内科医院 清滝四丁目１－７ 093-331-2816 内科

三谷耳鼻咽喉科医院 清滝四丁目２－１１ 093-332-4141 耳鼻咽喉科

森尾耳鼻咽喉科医院 清滝四丁目７－２ 093-321-1519 耳鼻咽喉科 気管食道科

佐伯整形外科医院 清見一丁目２－５ 093-331-1108 整形外科

清見白石内科医院 清見一丁目１０－２６ 093-332-7711 内科 循環器科

井上内科医院 く 葛葉二丁目３－７ 093-321-1415 内科

永田内科胃腸科医院 こ 黄金町２－６ 093-381-1293 内科 胃腸科

おおつかクリニック 栄町８－１８ 093-331-3088 外科 胃腸科 呼吸器科

ふじとう眼科医院 栄町７－２０ 093-331-7811 眼科

安藤内科・循環器科医院 寺内一丁目１－３ 093-372-5420 内科 循環器科 消化器科 リハビリテーション科

ごとうクリニック 下二十町２-３０－２ 093-382-0510 内科

一安医院 下二十町４－２１ 093-381-1294 内科 循環器科

久志本医院 下馬寄７－３ 093-381-1817 内科 リウマチ科

貝塚小児科医院 下馬寄８－２２ 093-381-1811 小児科

井上整形外科医院 社ノ木一丁目１－１５ 093-382-6300 整形外科

鵜木医院 社ノ木一丁目１５－７ 093-371-2015 内科 消化器内科 リハビリテーション科

横光耳鼻咽喉科医院 社ノ木一丁目１６－１ 093-381-4583 耳鼻咽喉科

くにひろ社ノ木クリニック 社ノ木一丁目７－２４ 093-371-9770 内科 麻酔科 リハビリテーション科

楢﨑内科医院 社ノ木二丁目５－１ 093-381-3322 内科 胃腸科 循環器科

田中整形外科医院 新原町１３－１ 093-372-3000 整形外科 リウマチ科 リハビリテーション科

天野医院 大里戸ノ上一丁目１３－２ 093-381-1451 内科 消化器科

吉村こどもクリニック 大里戸ノ上一丁目１６－１ 093-342-7390 小児科

天華外科医院 大里戸ノ上一丁目９－３３ 093-372-8180 外科 消化器科 内科 肛門科

岡本整形外科医院 大里戸ノ上二丁目４－２４ 093-382-6660 整形外科 リウマチ科 リハビリテーション科

くらもと内科医院 大里戸ノ上二丁目３－２５ 093-372-5200 内科 消化器内科

田村内科・神経内科医院 大里新町５－５ 093-391-7755 神経内科 内科

竹内リウマチ整形外科クリニック 大里新町２－１０ 093-382-1511 整形外科 リウマチ科 リハビリテーション科

いわさクリニック 大里原町１０－１０ 093-371-1131 産婦人科 麻酔科

増田クリニック 大里原町１－１３ 093-391-7722 外科 胃腸科

藤井眼科医院 高田一丁目７－１８ 093-381-4818 眼科

木村内科医院 高田一丁目８－２２ 093-381-1445 内科 循環器科 胃腸科

長田医院 田野浦一丁目６－１ 093-321-0407 内科

辻医院 永黒二丁目９－１８ 093-381-4619 内科 小児科 消化器内科

小森医院 長谷一丁目１０－２３ 093-331-1114 内科 胃腸科

一本杉内科医院 長谷一丁目２－１ 093-321-0279 内科 呼吸器科 循環器科 消化器科

門司メンタルクリニック 中町１－３３ 093-382-2300 心療内科 精神科

杉本耳鼻咽喉科医院 中町５－１７ 093-381-3387 耳鼻咽喉科

三﨑クリニック 西海岸一丁目６－６－１０１ 093-321-2586 精神科 心療内科

野口整形外科医院 錦町１０－１０ 093-331-7600 整形外科 リウマチ科 リハビリテーション科

ふくむら小児科 錦町８－１０ 093-321-0296 小児科

中山皮膚科泌尿器科医院 西新町一丁目８－８ 093-381-7720 皮膚科 泌尿器科

田代クリニック 浜町１－３０ 093-331-2410 外科 整形外科 内科 麻酔科

岡本クリニック 原町別院１２－１９ 093-381-6804 泌尿器科 産婦人科 外科

泉医院 原町別院１９－５ 093-381-0380 内科 小児科 呼吸器科

柳瀬皮フ科クリニック 原町別院６－１０ 093-381-6654 皮膚科

はっとり小児科クリニック ひ 東新町二丁目１１－３２ 093-372-4121 小児科
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門司区②
登録医療機関 所在地 電話番号

小松医院 東本町一丁目１－１ 093-332-1313 小児科 内科

大町内科医院 東本町二丁目５－１４ 093-321-0603 内科 消化器科 胃腸科

松本眼科クリニック 東馬寄１－２６ 093-391-4048 眼科

さがら耳鼻咽喉科医院 東門司一丁目１－１７ 093-321-1300 耳鼻咽喉科

植田外科胃腸科医院 東門司一丁目１０－２０ 093-321-2862 外科 胃腸科

あきたけ医院 東門司二丁目４－１８ 093-321-0541 内科 小児科 麻酔科

池田医院 東門司二丁目９－１３ 093-321-2659 内科 小児科

せのお内科・循環器科医院 ふ 藤松一丁目１０－７ 093-381-2250 内科 循環器科

田中あきら内科クリニック ほ 本町２－１０ 093-321-3211 内科 胃腸科

門司港腎クリニック 港町１－２０ 093-322-3551 内科 人工透析内科

末永産婦人科麻酔科医院 港町６－１５ 093-321-2453 産科 婦人科 麻酔科

にしざわクリニック 柳原町３－１５ 093-391-8777 整形外科 リハビリテーション科

平沼整形外科クリニック 柳町一丁目１０－１８ 093-382-2333 整形外科 リウマチ科 リハビリテーション科 スポーツ科

酒井循環器内科 柳町一丁目１３－３ 093-382-1770 循環器科 内科

晴山会クリニック 柳町一丁目２‐１ 093-381-1388 整形外科 リハビリテーション科 外科

門司クリニック 柳町一丁目３－３０－２０３ 093-391-8895 内科 腎臓内科（人工透析）

大嶋医院 柳町一丁目９－１６ 093-381-1743 内科 消化器科

あすかクリニック 柳町一丁目９－２２ 093-381-8088 内科 循環器科

はいしクリニック 柳町二丁目１－２４  馬場ビル５Ｆ 093-382-5775 精神科 心療内科

よしだクリニック 柳町二丁目３－１４　大八ビル１Ｆ 093-372-1155 外科 胃腸科 肛門科

後藤皮膚科泌尿器科医院 柳町二丁目６－８ 093-381-1898 皮膚科 泌尿器科

新田医院 柳町二丁目７‐１１ 093-371-5111 外科 消化器科 肛門科 リハビリテーション科

福井医院 矢筈町１－２２ 093-381-1219 麻酔科（ペインクリニック） 内科 リハビリテーション科
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