
登録医療機関リスト
区 登録医療機関 住　　　　　　所 ＴＥＬ 標榜診療科1 標榜診療科2 標榜診療科3 標榜診療科4 標榜診療科5

1 門司区 あきたけ小児科 門司区東門司２丁目４-１8 321-0541 小児科

2 門司区 秋武内科ｸﾘﾆｯｸ 門司区東門司２丁目４-１４ 321-0541 内科

3 門司区 あすかクリニック 門司区柳町１丁目９－２２ 381-8088 内科 循環器科

4 門司区 天野医院 門司区大里戸ノ上１-１３-２ 381-1451 内科 消化器科

5 門司区 安藤内科・循環器科医院 門司区寺内１丁目１－３ 372-5420 内科 循環器科 消化器科 ﾘﾊﾋﾞﾘﾃｰｼｮﾝ科

6 門司区 池田医院 門司区東門司２丁目９-１３ 321-2659 内科 小児科

7 門司区 石本医院 門司区稲積１丁目３－２８ 391-3221 外科 胃腸科 内科 整形外科

8 門司区 泉医院 門司区原町別院１９－５ 381-0380 内科 小児科 呼吸器科

9 門司区 一安医院 門司区下二十町４－２１ 381-1294 内科 循環器科

10 門司区 一本杉内科医院 門司区長谷１丁目２－１ 321-0279 内科 循環器科 呼吸器科 消化器科

11 門司区 伊東医院 門司区白野江２丁目１２-３９ 341-2626 外科 胃腸科 整形外科

12 門司区 井上整形外科医院 門司区社ノ木１丁目１－１５ 382－6300 整形外科

13 門司区 井上内科医院 門司区葛葉２丁目３－７ 321-1415 内科

14 門司区 いわさクリニック 門司区大里原町１０-１０ 371-1131 産婦人科 麻酔科

15 門司区 植田外科胃腸科医院 門司区東門司１丁目１０-２０ 321-2852 外科 胃腸科

16 門司区 牛島歯科医院 門司区錦町２-１２ 321-3308 歯科

17 門司区 内田眼科医院 門司区栄町４－７ 321-2409 眼科

18 門司区 鵜木医院 門司区社ノ木１丁目１５－７ 371-2015 内科 消化器内科

19 門司区 大嶋医院 門司区柳町１丁目９－１６ 381-1743 内科 消化器科

20 門司区 おおつかクリニック 門司区栄町８－１８ 331-3088 外科 胃腸科 呼吸器科 ﾘﾊﾋﾞﾘﾃｰｼｮﾝ科

21 門司区 大平整形外科科医院 門司区新原町１３－１ 372-3000 整形外科 リウマチ科 ﾘﾊﾋﾞﾘﾃｰｼｮﾝ科

22 門司区 大町内科医院 門司区東本町２丁目５-１４ 321-0603 内科

23 門司区 岡本クリニック 門司区原町別院１２－１９ 381-6804 泌尿器科 産婦人科

24 門司区 貝塚小児科医院 門司区下馬寄８－２２ 381-1811 小児科

25 門司区 春日病院 門司区春日町２２－１９ 341-1416 内科 放射線科 循環器科

26 門司区 きしもとクリニック 門司区大字吉志４０７ 483-1600 内科 小児科 透析内科

27 門司区 北九州市立門司病院 門司区南本町３－１ 381-3581

28 門司区 木村内科医院 門司区高田１丁目８－２２ 381-1445 内科 循環器科 胃腸科

29 門司区 清見白石内科医院 門司区清見１丁目１０－２６ 332-7711 内科 循環器科

30 門司区 久志本医院 門司区下馬寄７－３ 381-1817 内科 リウマチ科

31 門司区 くにひろ社ノ木クリニック 門司区社ノ木１丁目７－２４ 371-9770 内科 麻酔科

32 門司区 くらもと内科医院 門司区大里戸の上２丁目３-２５ 372-5200 内科 消化器科

33 門司区 ごとうクリニック 門司区下二十町２丁目３０-２ 382-0510 内科(禁煙外来、認知症外来あり)

34 門司区 後藤皮膚泌尿器科医院 門司区柳町２丁目６－８ 381-1898 皮膚科 泌尿器科

35 門司区 小松医院 門司区東本町１丁目１－１ 332-1313 小児科 内科

36 門司区 小森医院 門司区長谷１丁目１０-２３ 331-1114 内科 胃腸科 外科 ﾘﾊﾋﾞﾘﾃｰｼｮﾝ科

内科、消化器内科、血液内科、呼吸器内科、循環器内科、神経内科、小児科、外科、整形外科、ﾘﾊﾋﾞﾘ
ﾃｰｼｮﾝ科、眼科、皮膚科、泌尿器科、専門外来(ﾍﾟｲﾝｸﾘﾆｯｸ東洋医学、禁煙外来、頭痛外来、物忘れ外来)
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37 門司区 佐伯整形外科医院 門司区清見１丁目２－５ 331-1108 整形外科 ﾘﾊﾋﾞﾘﾃｰｼｮﾝ科

38 門司区 酒井循環器内科 門司区柳町１丁目１３－３ 382-1770 循環器科 内科

39 門司区 酒井整形外科医院 門司区大字畑２００８－５ 481-1010 整形外科 リウマチ科 ﾘﾊﾋﾞﾘﾃｰｼｮﾝ科

40 門司区 さがら耳鼻咽喉科医院 門司区東門司１丁目１-１７ 321-1300 耳鼻咽喉科

41 門司区 産婦人科津田医院 門司区柳町１丁目９－６ 381-0371 産科 婦人科

42 門司区 JR九州病院 門司区高田町２丁目１－１ 381-5661

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

44 門司区 白石医院 門司区伊川１０１３ 481-0061 内科 小児科

45 門司区 新小文字病院 門司区大里町２-５ 391-1001

46 門司区 新門司病院 門司区大字猿喰６１５ 481-1368 精神科 神経内科 内科 ﾘﾊﾋﾞﾘﾃｰｼｮﾝ科

47 門司区 末永産婦人科麻酔科医院 門司区港町６－１５ 321-2453 産婦人科

48 門司区 杉本耳鼻咽喉科医院 門司区中町５－１７ 381-3387 耳鼻咽喉科

49 門司区 晴山会クリニック 門司区柳町１丁目２－１ 381-1388

50 門司区 せのお内科・循環器科医院 門司区藤松１丁目１０－７ 381-2250 内科 循環器科

51 門司区 大里おおかわ診療所 門司区上二十町１－１２ 391-1999 内科 小児科

52 門司区 大里眼科クリニック 門司区柳町１丁目２－２６ 371-4577 眼科(小児眼科、一般眼科)

53 門司区 大里クリニック 門司区梅ノ木町４－２ 381-4111 精神科 心療内科

54 門司区 たけはら内科クリニック 門司区稲積１丁目１１-２ 382-1616 内科 呼吸器内科 消化器内科

55 門司区 田代クリニック 門司区浜町１－３０ 331-2410 外科 整形外科 内科 麻酔科

56 門司区 田中あきら内科クリニック 門司区本町２-１０　ｻﾝﾘﾔﾝ門司港2F 321-3211 内科 胃腸科

57 門司区 田中医院 門司区高田町１丁目１３-３３ 371-5115 内科 胃腸科

58 門司区 田村内科・神経内科医院 門司区社大里新町５-５ 391-7755 内科 神経内科

59 門司区 辻医院 門司区永黒２丁目９－１８ 381-4619 内科 小児科 消化器内科 呼吸器内科

60 門司区 天華外科医院 門司区大里戸ノ上１丁目９-３３ 372-8180 外科 消化器科 内科 肛門科

61 門司区 鳥巣病院 門司区吉志５丁目５－１０ 481-1831 内科 循環器内科 ﾘﾊﾋﾞﾘﾃｰｼｮﾝ科

62 門司区 長田医院 門司区田野浦１丁目６－１ 321-0407 内科

63 門司区 永田内科胃腸科医院 門司区黄金町２－６ 381-1293 内科

64 門司区 楢崎内科医院 門司区社ノ木２丁目５－１ 381-3322 内科

65 門司区 成田医院 門司区大字畑２１２７－１ 481-3090 外科 整形外科 消化器科 麻酔科

66 門司区 西明内科消化器科医院 門司区老松１０－１７ 331-8686 内科 消化器科

67 門司区 にしざわクリニック 門司区柳原町３－１５ 391-8777 整形外科 ﾘﾊﾋﾞﾘﾃｰｼｮﾝ科

68 門司区 新田医院 門司区柳町２丁目７－１１ 371-5111 外科 消化器科 肛門科 麻酔科 ﾘﾊﾋﾞﾘﾃｰｼｮﾝ科

69 門司区 野口整形外科医院 門司区錦町１０－１０ 331-7603 整形外科 リウマチ科 ﾘﾊﾋﾞﾘﾃｰｼｮﾝ科

70 門司区 はいしクリニック 門司区柳町２丁目１-２４馬場ビル５Ｆ 382-5775 心療内科 精神科

71 門司区 橋本歯科クリニック 門司区東門司１丁目２-１９ 332-3832 歯科

72 門司区 はっとり小児科ｸﾘﾆｯｸ 門司区東新町２丁目１１-３２ 372-4121 小児科

73 門司区 平沼整形外科クリニック 門司区柳町１丁目１０-１８ 382-2333 整形外科 リウマチ科 ﾘﾊﾋﾞﾘﾃｰｼｮﾝ科

内科、循環器内科、消化器内科、肝臓内科、リウマチ科、神経内科、外科、整形外科、泌尿器科、婦人
科、眼科、耳鼻咽喉科、放射線科、麻酔科

整形外科、外科、消化器外科、ﾘﾊﾋﾞﾘﾃｰｼｮﾝ科、内科、脳神経外科

内科、外科、呼吸器外科、整形外科、形成外科、泌尿器科、脳神経外科、脊髄脊椎外科、麻酔科(ﾍﾟｲﾝｸ
ﾘﾆｯｸ)、皮膚科、放射線科、ﾘﾊﾋﾞﾘﾃｰｼｮﾝ科
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74 門司区 福井医院 門司区矢筈町１－２２ 381-1219 麻酔科 内科

75 門司区 ふくむら小児科 門司区錦町８－１０ 321-0296 小児科

76 門司区 藤井眼科医院 門司区高田１丁目７－１８ 381-4818 眼科

77 門司区 ふじとう眼科医院 門司区栄町７-２０　第２ﾕﾀｶﾋﾞﾙ１階 331-7811 眼科

78 門司区 細川内科・神経内科ｸﾘﾆｯｸ 門司区東本町１丁目４-１２ 321-3509 内科 神経内科

79 門司区 増田クリニック 門司区大里原町１－１３ 391-7722

80 門司区 三﨑クリニック 門司区西海岸１丁目６-６-１０１ 321-2586 精神科 心療内科

81 門司区 三谷耳鼻咽喉科医院 門司区清滝４丁目２－１１ 332-4141 耳鼻咽喉科

82 門司区 緑ケ丘病院 門司区緑ケ丘３－５ 381-5903 内科 循環器科 消化器科 呼吸器科 ﾘﾊﾋﾞﾘﾃｰｼｮﾝ科

83 門司区 門司掖済会病院 門司区清滝１丁目３―１ 321-1031

84 門司区 門司クリニック 門司区柳町１丁目３-３０-２０３ 391-8895 内科 循環器内科 腎臓内科(人工透析)

85 門司区 門司港腎クリニック 門司区港町1番２０号 322-3551 内科 腎臓内科 人工透析内科

86 門司区 門司田野浦病院 門司区田野浦１０１８－１ 331-0800 内科 心療内科 神経科 精神科 歯科

87 門司区 門司松ヶ江病院 門司区大字畑３５５ 481-1281 精神科 内科

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

89 門司区 森尾耳鼻咽喉科医院 門司区清滝４丁目７－２ 321-1519 耳鼻咽喉科 気管食道科

90 門司区 柳井胃腸科内科医院 門司区柳町２丁目８-２５ 391-2626 内科 胃腸科

91 門司区 柳瀬皮フ科クリニック 門司区原町別院６-１０江藤ﾋﾞﾙ 381-6654 皮膚科

92 門司区 やまなか眼科クリニック 門司区東馬寄１－２６ 391-4048 眼科

93 門司区 横光耳鼻咽喉科医院 門司区社ノ木１－１６－１ 381-4583 耳鼻咽喉科 ｱﾚﾙｷﾞｰ科

94 門司区 よしだクリニック 門司区柳町２丁目３-１４-１０１ 372-1155 外科 胃腸科 肛門科

95 門司区 よしたけ眼科 門司区港町３-２７ 331-1113 眼科

96 門司区 吉村整形外科医院 門司区大里戸ノ上１-１６-１ 371-5516 整形外科 リウマチ科 ﾘﾊﾋﾞﾘﾃｰｼｮﾝ科

97 門司区 よすえ内科医院 門司区清滝４丁目１－７ 331-2816 内科

98 門司区 渡辺胃腸科医院 門司区大字畑１４２３-１０ 481-3225 胃腸科 内科 放射線科

99 門司区 渡辺内科医院 門司区大里戸ノ上１丁目２-１３ 381-0095 内科

100 小倉北区 ありどめ内科クリニック 小倉北区井堀３丁目１-１３ 583-0577 内科 循環器科 呼吸器科 消化器科

101 小倉北区 合馬内科クリニック 小倉北区鍛治町２丁目２-２２ 521-1053 内科

102 小倉北区 北九州小倉病院 小倉北区上富野３丁目１９-１ 511-7381

103 小倉北区 北九州市立医療センター 小倉北区馬借２丁目１-１ 541-1831

104 小倉北区 霧ケ丘つだ病院 小倉北区霧ケ丘３丁目９-２０ 921-0438

105 小倉北区 健和会大手町病院 小倉北区大手町１５-１ 592-5530

106 小倉北区 小倉記念病院 小倉北区浅野３丁目２-１ 511-2062

107 小倉北区 小倉リハビリテーション病院 小倉北区篠崎１丁目５－１ 581-0668 ﾘﾊﾋﾞﾘﾃｰｼｮﾝ科

内科、心療内科、精神科、呼吸器内科、消化器内科、循環器内科、腫瘍内科、糖尿病内科、緩和ｹｱ内
科、小児科、外科、整形外科、脳神経外科、呼吸器外科、心臓血管外科、小児外科、皮膚科、泌尿器
科、産婦人科、眼科、耳鼻咽喉科、放射線科、病理診断科、麻酔科、歯科

消化器内科、外科、整形外科、腎臓内科、泌尿器科、呼吸器内科、糖尿病・内分泌・代謝内科、血液内
科、総合内科、循環器内科、心臓血管外科、血管外科、耳鼻咽喉科、頭頸部外科、形成外科、皮膚科、
精神科、麻酔科、放射線科、脳神経外科、神経内科、婦人科、眼科

内科、呼吸器内科(循環器内科、消化器内科)、ﾘﾊﾋﾞﾘﾃｰｼｮﾝ科、ﾘｳﾏﾁ科

内科、呼吸器科、胃腸科、外科、整形外科、肛門科、リハビリテーション科

内科、呼吸器科、循環器科、消化器科、整形外科、ﾘﾊﾋﾞﾘﾃｰｼｮﾝ科、人間ﾄﾞｯｸ、健康診断

内科、小児科、精神科、神経内科、外科、消化器外科、心臓血管外科、整形外科、形成外科、脳神経外
科、産婦人科、眼科、耳鼻咽喉科、皮膚科、泌尿器科、放射線科、麻酔科、ﾘﾊﾋﾞﾘﾃｰｼｮﾝ科、病理診断
科、救急科、感染症内科

内科、外科、胃腸外科、胃腸内科、整形外科、耳鼻咽喉科、泌尿器科、眼科、婦人科、皮膚科、麻酔
科、歯科、歯科口腔外科、放射線科、ﾘﾊﾋﾞﾘﾃｰｼｮﾝ科

3 / 4 ページ



区 登録医療機関 住　　　　　　所 ＴＥＬ 標榜診療科1 標榜診療科2 標榜診療科3 標榜診療科4 標榜診療科5

108 小倉北区 新小倉病院 小倉北区金田１丁目３-１ 571-1031

109 小倉北区 ふじひら内科医院 小倉北区浅野１丁目１－１ｱﾐｭﾌﾟﾗｻﾞ西館７階 512-1102 内科(甲状腺、糖尿病)

110 小倉北区 やすなが整形外科 小倉北区清水３丁目６-１６ 562-8011 整形外科 麻酔科

111 小倉北区 やまさき内科 小倉北区黒原３丁目２-３２ 921-7800 内科

112 小倉北区 山崎リゾートクリニック 小倉北区熊谷２丁目１-４ 571ｰ0022 内科 小児科 外科 ﾘﾊﾋﾞﾘﾃｰｼｮﾝ科

113 小倉北区 山本内科・糖尿病内科 小倉北区京町４丁目５-２２ ﾌｪﾙﾄ716ｰ１Ｆ 521-8131 内科 糖尿病内科

114 小倉南区 おのクリニック 小倉南区企救丘３丁目１７-４-１０１ 963-8888 麻酔科 神経科 ﾘﾊﾋﾞﾘﾃｰｼｮﾝ科

115 小倉南区 北九州安部山公園病院 小倉南区大字湯川１３９ー２１ 475-6262 内科 ﾘﾊﾋﾞﾘﾃｰｼｮﾝ科

116 小倉南区 北九州総合病院 小倉南区湯川５丁目１０-１０ 921-0560

117 小倉南区 北九州湯川病院 小倉南区葛原２丁目１-１０ 473-8231 内科 ﾘﾊﾋﾞﾘﾃｰｼｮﾝ科

118 小倉南区 国立病院機構小倉医療センター 小倉南区春ヶ丘１０－１ 921-8881

119 戸畑区 戸畑共立病院 戸畑区沢見２丁目５-１ 0120-008-914

120 八幡西区 九州厚生年金病院 北九州市八幡西区岸の浦１丁目８-１ 641-5111

121 八幡西区 産業医科大学病院 八幡西区医生ケ丘１-１ 691-7394

122 八幡東区 製鉄記念八幡病院 八幡東区春の町１丁目１-１ 0120-671-708

123 下関 伊藤眼科 下関市田中町４-３ 083-232-4018 眼科

内科、肝臓内科、消化器内科、循環器内科、心療内科、呼吸器内科、腎臓内科、糖尿病内科、脳血管内
科、外科、消化器外科、呼吸器外科、血管外科、脳神経外科、整形外科、ﾘｳﾏﾁ科、ﾘﾊﾋﾞﾘﾃｰｼｮﾝ科、形成
外科、小児科、産婦人科、眼科、耳鼻咽喉科、皮膚科、泌尿器科、緩和ｹｱ外科、病理診断科、放射線
科、麻酔科

膠原病ﾘｳﾏﾁ内科・内分泌代謝糖尿病内科、循環器内科・腎臓内科、消化管内科・肝胆膵内科、呼吸器内
科、神経内科、心療内科、神経・精神科、ﾒﾝﾀﾙﾍﾙｽｾﾝﾀｰ、小児科、消化器・内分泌外科、呼吸器・胸部
外科、心臓血管外科、整形外科、脳神経外科、皮膚科、形成外科、泌尿器科、産婦人科、眼科、耳鼻咽
喉科、ﾘﾊﾋﾞﾘﾃｰｼｮﾝ科、放射線科、麻酔科、化学療法ｾﾝﾀｰ・血液科、歯科・口腔外科、緩和ｹｱ外来

内科、消化器内科、糖尿病内科、肝臓内科、呼吸器内科、血液内科、循環器内科、神経内科、ﾘｳﾏﾁ内
科、外科、消化器外科、呼吸器外科、整形外科、脳神経外科、皮膚科、泌尿器科、放射線科、麻酔科、
歯科口腔外科、ﾘﾊﾋﾞﾘﾃｰｼｮﾝ科、健診科

整形外科、外科、呼吸器外科、消化器外科(胃腸・肝臓・胆のう・膵臓)、乳腺外科、心臓血管外科、脳
神経外科、内科、呼吸器内科、消化器内科(胃腸・肝臓・胆のう・膵臓)、血液内科、腫瘍内科、腎臓内
科、代謝・内分泌内科、循環器内科、老年内科、皮膚科、泌尿器科、産婦人科、眼科、耳鼻咽喉科、頭
頸部外科、小児科、循環器小児科、新生児小児科、小児外科、精神科、神経内科、放射線診断科、放射
線治療科、臨床検査科、病理診断科、麻酔科、ﾍﾟｲﾝｸﾘﾆｯｸ外科、救急科、ﾘﾊﾋﾞﾘﾃｰｼｮﾝ科、心臓ﾘﾊﾋﾞﾘﾃｰｼｮ
ﾝ科

内科、消化器内科、循環器内科、精神科、小児科、外科、整形外科、皮膚科、泌尿器科、産科、婦人
科、眼科、耳鼻咽喉科、放射線科、呼吸器内科、小児外科

内科、小児科、外科・消化器ｾﾝﾀｰ、整形外科・脊椎脊髄病ｾﾝﾀｰ、形成外科、脳神経外科・脳卒中ｾﾝﾀｰ、
泌尿器科、産婦人科、耳鼻咽喉科、放射線科、ﾘﾊﾋﾞﾘﾃｰｼｮﾝ科

内科、消化器科、呼吸器科、循環器科、外科、整形外科、脳神経外科、泌尿器科、眼科、皮膚科、麻酔
科、ﾘﾊﾋﾞﾘﾃｰｼｮﾝ科、精神科、放射線科、歯科・歯科口腔外科
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