
その他の地域（行橋市）

登録医療機関 所在地 電話番号

岡部医院 い 泉中央三丁目３－６ 0930-26-7011 外科 内科 循環器科 リハビリテーション科

かたおかクリニック 大字今井2284－1 0930‐24‐8000 内科 循環器科 外科 リハビリテーション科

山田医院 大字天生田９４０－１ 0930-22-1195 内科 小児科 胃腸科

上垣脳神経外科医院 大字高瀬１９９－５ 0930-22-7557 脳神経外科 リハビリテーション科

井手口医院 大字高瀬２２８－４ 0930-22-2688 内科 外科 小児科

宮城整形外科医院 大橋一丁目１０－１７ 0930-26-0123 整形外科 リウマチ科 リハビリテーション科

小柳整形外科クリニック 大橋三丁目１－２８ 0930-26-1010 整形外科

髙城循環器内科医院 大橋三丁目３－１３ 0930-22-0221 循環器内科 内科 小児科

きむらクリニック 大橋三丁目５－１ 0930-28-9555 内科

橋本医院 北泉五丁目１１－２０ 0930-25-6262 外科 胃腸科 肛門科

佐藤整形外科クリニック 行事三丁目２９－４８ 0930-24-3313 整形外科

三木内科クリニック 行事七丁目１１－７ 0930-23-5506 内科 呼吸器内科

松下耳鼻咽喉科医院 行事七丁目１２－１ 0930-22-0063 耳鼻咽喉科

矢津内科消化器科クリニック 行事七丁目１９－６ 0930-22-2524 内科 緩和ケア内科 消化器内科 腫瘍内科

しんもと産婦人科 行事七丁目７－２ 0930-22-0818 産婦人科

蛭崎整形外科医院 行事二丁目４－１２ 0930-22-0887 整形外科 リハビリテーション科

ひえだ診療所 下稗田３７３ 0930-22-9544 内科

いりょうファミリークリニック 神田町５－２１ 0930-31-7285 内科 外科 リハビリテーション科

立野レディースクリニック 中央一丁目１２－１２ 0930-22-0715 産婦人科

上田内科眼科医院 中央一丁目３－１７ 0930-22-2132 内科 消化器科 眼科

藤田中央医院 中央二丁目１０－８ 0930-23-0479 皮膚科

やまうち内科クリニック 中央二丁目７－８ 0930-28-0022 内科 糖尿病内科

木村医院 中央二丁目８－７ 0930-22-2435 耳鼻咽喉科

くまがえ内科医院 な 中津熊３９０－１ 0930-23-3422 内科 循環器科 消化器科

すえまつ医院 西泉四丁目１－３７ 0930-22-1132 内科 小児科 消化器科 循環器科

やまみち胃腸科内科 西泉七丁目２－１ 0930-23-2208 内科 胃腸科

今永眼科医院 西宮市一丁目４－１ 0930-26-8880 眼科

行橋クリニック 西宮市一丁目７－１９ 0930-24-5677 泌尿器科

はまさき循環器内科 西宮市２－１－３６ 0930-22-0070 循環器科

ふくしま整形外科クリニック 西宮市二丁目１１－３１ 0930-26-0006 整形外科 リハビリテーション科

おおみや整形外科医院 西宮市二丁目２－３０ 0930-28-0038 整形外科 内科 リウマチ科 リハビリテーション科

ひまわりクリニック 西宮市四丁目１８９－９ 0930-26-7000 内科 外科 小児科 循環器科

内田産婦人科医院 西宮市五丁目１－１０ 0930-23-0155 産婦人科

渡辺クリニック 西宮市五丁目１７－１ 0930-24-2101 外科 内科 整形外科

たかお医院 南泉三丁目７－２６ 0930-25-5880 内科 循環器科 消化器科 小児科

長部医院 南大橋二丁目９－１１ 0930-22-3470 一般内科

ふじた内科クリニック 南大橋三丁目６－８ 0930-23-3986 内科 胃腸科 消化器内科

ゆげ子どもクリニック 南大橋五丁目３－１５ 0930-25-8811 小児科

サカイダクリニック 宮市町２－２０ 0930-26-3331 外科 整形外科 胃腸科 肛門科
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その他の地域（苅田町）

登録医療機関 所在地 電話番号

原田皮フ科医院 新津二丁目９－７ 0930-22-3210 皮膚科

佐々木クリニック 新津三丁目３－９ 0930-23-5529 内科 小児科

安井医院 大字南原１６６１ 093-434-3635 内科 小児科

土屋整形外科 尾倉４０７８－１ 093-435-3337 整形外科 リハビリテーション科

青木内科クリニック 尾倉三丁目１３－１８ 093-435-0707 内科

村尾医院 き 京町一丁目４－１ 093-434-0118 整形外科 リウマチ科 リハビリテーション科 内科

あまの耳鼻咽喉科医院 神田町一丁目２－８ 093-434-3787 耳鼻咽喉科

桑原医院 神田町二丁目２－１３ 093-436-0403 内科 小児科

重見医院 神田町二丁目３０－１ 093-436-1038 内科 小児科

たじり小児科医院 神田町三丁目３－１６ 093-434-1938 小児科

たじり整形外科・胃腸科医院 神田町三丁目３－２５ 093-436-0138 整形外科 胃腸科 内科 リハビリテーション科

いけだクリニック 富久町一丁目３３－３ 093-436-1385 外科 内科 消化器科 リハビリテーション科

耳鼻咽喉科 かざまクリニック 富久町二丁目１０－１５ 093-435-3387 耳鼻咽喉科

ひろかわ皮膚科クリニック 富久町二丁目２７－１０ 093-436-5657 皮膚科

田添医院 富久町二丁目９－１６ 093-434-1215 内科 消化器科

武田眼科クリニック 与原一丁目８－８ 0930-22-7996 眼科

上田医院 与原三丁目６－３ 0930-22-3965 内科

その他の地域（みやこ町）

登録医療機関 所在地 電話番号

さとう医院 勝山岩熊６００－２ 0930-32-3018 内科 小児科 麻酔科 リハビリテーション科

岡本医院 勝山黒田７０３－２ 0930-32-5522 内科 循環器内科 小児科

林クリニック 犀川本庄１８０番地の１ 0930-42-3300 内科 リハビリテーション診療科

こが医院 犀川本庄５６８－１ 0930-42-0061 内科 消化器科

のぐちクリニック そ 惣社６９６－１ 0930-33-1148 内科 消化器科

長末医院 と 豊津２８－２ 0930-33-4145 内科 小児科

その他の地域（豊前市）

登録医療機関 所在地 電話番号

梶原内科・泌尿器科クリニック お 大字四郎丸１２９８－１ 0979-82-2456 内科 泌尿器科

その他の地域（築上町）

登録医療機関 所在地 電話番号

片山医院 お 大字安武１８３番地 0930-52-0505 内科 外科 ペインクリニック外科
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