開放型病院登録医 医療機関
＜登録医番号順＞

医療機関名
あさの葉レディースクリニック
いさやま整形外科医院
入江整形外科医院
岩尾内科医院
うちわ内科クリニック
片山整形外科医院
かつき脳外科整形外科
木原医院
楠本内科
公園通りクリニック
柴山クリニック
すずき内科クリニック
田中産婦人科クリニック
つだ小児科医院
とよさわクリニック
中野胃腸クリニック
なかの麻酔科・内科クリニック
西尾脳神経外科
はた医院
ひびきクリニック
松本クリニック
まつもと内科クリニック
みちおかレディースクリニック
めぐみ歯科クリニック水巻
もりた医院
吉村整形外科クリニック
聖和会クリニック
柿木医院
萩本医院
石松内科医院
占部胃腸科内科医院
ふじた医院
こんどう胃腸科外科医院
岡垣腎クリニック
西村医院
花美坂クリニック
豊川内科・循環器内科クリニック
よしの胃腸内科クリニック
ながた内科クリニック
山元泌尿器科医院
萩原クリニック
あけだ内科医院
松永整形外科医院
いまづ内科消化器科クリニック
アームクリニック
たなか整形外科医院

医師名

住 所

石川 哲
諌山 智洋
入江 学
岩尾 政明
打和 靖宏
片山 修史
香月 裕志
木原 浩蔵
楠本 拓生
伊東 秀夫
柴山 均
鈴木 信行
田中 康司
津田 文史朗
豊澤 賢明
中野 重一
中野 健児
西尾 暢晃
秦 浩一
椛島 成利
松本 健太郎
松元 茂
道岡 亨

福岡県宗像市くりえいと2-3-45

安藤 浩伸・立石 康一郎

福岡県遠賀郡水巻町立屋敷1丁目14-5

守田
吉村
貞安
柿木
萩本
石松
占部
藤田
近藤
立川
西村
細田
豊川
吉野
永田
山元
萩原
明田
松永
今津
松本
田中

福岡県北九州市小倉北区中井1丁目15-3-302

俊一
洋一
孝夫
隆司
龍伸
隆造
一喜
政介
英昭
裕
愼太郎
秀一郎
毅
総平
一彦
明治
弘
憲昌
大助
和彦
哲朗
邦彦

福岡県北九州市八幡西区浅川日の峯1-22-22
福岡県遠賀郡水巻町頃末南1-5-12
福岡県中間市中尾1丁目1番7号
福岡県遠賀郡水巻町頃末北4丁目2番30号
福岡県北九州市八幡西区千代ヶ崎3丁目13-36
福岡県直方市感田415
福岡県鞍手郡鞍手町大字中山3660番地1
福岡県遠賀郡水巻町吉田東2-11-1
福岡県遠賀郡岡垣町公園通り1丁目1-12
福岡県遠賀郡岡垣町中央台3丁目5-2
福岡県直方市湯野原2丁目2-6-101
福岡県直方市大字頓野1027
福岡県遠賀郡水巻町梅ノ木団地1-80
福岡県遠賀郡水巻町下二東1丁目4-23
福岡県北九州市八幡西区大浦1-1-35
福岡県北九州市若松区二島二丁目2-14
福岡県遠賀郡遠賀町今古賀598-1
福岡県北九州市八幡西区穴生4-9-9
福岡県遠賀郡水巻町頃末北3丁目2-2
福岡県遠賀郡水巻町頃末南1丁目33番1号
福岡県北九州市八幡西区日吉台1-25-29
福岡県北九州市小倉南区徳力2丁目22-28

福岡県遠賀郡岡垣町野間2丁目7-5
福岡県遠賀郡芦屋町高浜町18-40
福岡県遠賀郡芦屋町中の浜9-42
福岡県中間市長津1-15-31
福岡県中間市中間1-6-12
福岡県遠賀郡岡垣町内浦1112-3
福岡県遠賀郡岡垣町野間2-3-11
福岡県遠賀郡岡垣町海老津駅前7-16
福岡県遠賀郡岡垣町海老津駅前10-16
福岡県北九州市八幡西区楠橋上方2-1-10
福岡県遠賀郡芦屋町花美坂36-5
福岡県中間市通谷2-24-1
福岡県北九州市八幡西区楠木2-17-11
福岡県北九州市若松区高須東4-3-1
福岡県北九州市若松区高須東4-2-43
福岡県北九州市若松区高須南2-3-8
福岡県北九州市若松区青葉台南2-17-11
福岡県遠賀郡岡垣町中央台3-1-15
福岡県遠賀郡岡垣町東山田1-7-16
福岡県遠賀郡水巻町中央3-1
福岡県北九州市若松区高須東4-2-43
1

ＴＥＬ
0940-35-4103
093-692-6708
093-201-3320
093-245-0035
093-201-0745
093-601-1001
0949-26-7777
0949-42-5005
093-201-5121
093-282-0224
093-282-0091
0949-29-6788
0949-26-8868
093-202-3270
093-201-7171
093-230-0230
093-791-8011
093-293-1113
093-642-0353
093-201-1133
093-201-2616
093-693-2120
093-963-0317
093-203-1888
090-5732-4767
093-282-2500
093-223-1112
093-223-0027
093-245-1650
093-245-2030
093-282-0127
093-283-3211
093-283-0101
093-982-5645
093-617-0298
093-223-2500
093-245-8100
093-601-5003
093-742-7770
093-741-0102
093-741-2300
093-742-0080
093-282-7800
093-283-0099
093-701-6886
093-741-5655

医療機関名
ありよしレディースクリニック
野田消化器科内科クリニック
葉山クリニック
川渕医院
髙砂脳神経外科クリニック
古村クリニック
長友内科・循環器内科クリニック
永犬丸むらかみ内科クリニック
おかだ外科胃腸科クリニック
しおた内科・外科
桃坂クリニック
新庄整形外科医院
おくながクリニック
髙嶋整形外科
水町クリニック
かわじり内科医院
福原医院
ひさずみ内科医院
くりた耳鼻咽喉科
いまこが眼科医院
なかむらクリニック
宮地子どもクリニック
なかのクリニック
佐々木病院
佐々木病院
佐々木病院
吉野内科胃腸内科クリニック
ながい内科・循環器内科クリニック
青見胃腸・内視鏡内科クリニック
もりぞの内科
白井内科医院
水巻クリニック
須子医院
今光ホームケアクリニック
かわもと整形外科
山口皮フ・泌尿器科医院
吉川医院
松島医院
黒田クリニック
廣畑内科クリニック
むた医院
はしぐち整形外科医院
末廣医院
原医院
森田医院
こうけつ眼科医院
はら耳鼻咽喉科
浦野眼科医院
黒崎吉田医院

医師名
有吉 徳雄

住 所
福岡県宗像市村山田字堤171-3

野田 哲文・野田 哲裕 福岡県北九州市八幡西区大浦1-6-20

撫中 正博
川渕 孝明
髙砂 禎一
古村 尚
長友 敏寿
村上 修一
岡田 代吉
塩田 浩二
桃坂 泰寛
新庄 信英
奥永 良樹
髙嶋 研介
水町 義信
川尻 龍典
福原 康介
久澄 太一
栗田 知幸
藤川 王哉
中村 直
宮地 良介
仲野 秀
濱村 義史
峯 信一郎
藤田 博
吉野 修郎
長井 善孝
青見 賢明
森園 茂明
白井 竜
藤松 信二
須子 保
小山 倫浩
川本 泰作
山口 隆正
吉川 仁
松島 敏夫
黒田 真臣
廣畑 佳秀
牟田 米子
橋口 重明
末廣 尚久
原 一生
森田 翼
纐纈 有子
原 崇
浦野 貴之
吉田 有吾

福岡県宗像市葉山2-31-4
福岡県遠賀郡遠賀町今古賀545-5
福岡県北九州市八幡西区鉄竜1丁目3-2
福岡県北九州市八幡西区折尾1-1-8
福岡県北九州市八幡西区浅川台1-1-22
福岡県北九州市八幡西区八枝3-12-3
福岡県北九州市八幡西区三ヶ森4丁目9-24-2F
福岡県北九州市八幡西区則松1-6-1
福岡県北九州市若松区二島5丁目20-6
福岡県北九州市若松区東二島4-4-1
福岡県北九州市八幡西区山寺町2-10
福岡県直方市植木992-1
福岡県直方市頓野1857-1
福岡県直方市湯野原2丁目8番4号
福岡県直方市感田2226
福岡県直方市下新入621-1
福岡県宗像市くりえいと2-3-17
福岡県遠賀郡遠賀町松の本2-19-25
福岡県直方市湯野原2-15-1-1F
福岡県遠賀郡遠賀町松の本7-1-21
福岡県宗像市赤間駅前1丁目4-1トリアビル５階
福岡県北九州市八幡西区吉祥寺町9番36号
福岡県北九州市八幡西区吉祥寺町9番36号
福岡県北九州市八幡西区吉祥寺町9番36号
福岡県中間市鍋山町13-1
福岡県北九州市八幡西区本城東1丁目10-13
福岡県直方市上新入2490-7
福岡県北九州市八幡西区上上津役2丁目14-17
福岡県北九州市八幡西区香月中央4丁目16-7
福岡県遠賀郡水巻町頃末南3丁目13-5
福岡県遠賀郡芦屋町山鹿10-24
福岡県北九州市若松区今光1丁目9-10
福岡県福津市日蒔野1丁目5-1
福岡県宗像市東郷3-1-13
福岡県北九州市八幡西区香月西3-3-11
福岡県北九州市若松区高須3-1-46
福岡県北九州市八幡西区上津役西3丁目2-14
福岡県北九州市八幡西区北筑2-19-15
福岡県中間市中鶴4丁目9-8
福岡県北九州市八幡西区千代3-1-7
福岡県北九州市八幡西区香月中央3丁目2-15
福岡県鞍手郡鞍手町大字新北1659番地1
福岡県遠賀郡水巻町梅ノ木団地41-2
福岡県遠賀郡水巻町吉田東2丁目13-15
福岡県遠賀郡水巻町頃末北4-7-3
福岡県遠賀郡水巻町頃末北4-7-2
福岡県北九州市八幡西区黒崎3丁目4-3
2

ＴＥＬ
0940-37-1633
093-691-3300
0940-39-3050
093-291-2011
093-644-0113
093-691-0711
093-693-2333
093-692-0085
093-613-7188
093-616-1313
093-772-5811
093-791-7111
093-621-0850
0949-28-0144
0949-26-8255
0949-29-8222
0949-26-5100
0949-25-7500
0940-39-3939
093-291-1211
0949-26-0104
093-291-2100
0940-38-2525
093-617-0770
093-617-0770
093-617-0770
093-246-0099
093-693-5136
0949-22-2600
093-611-5335
093-618-8814
093-201-8500
093-223-0126
093-791-2200
0940-42-1379
0940-36-7795
093-617-0317
093-741-3003
093-611-5225
093-693-1511
093-244-3131
093-613-1221
093-617-1212
0949-43-2030
093-201-0616
093-201-2881
093-701-8841
093-203-2366
093-621-0946

医療機関名
神原クリニック
宗像久能病院
数住医院
本町皮膚科スキンクリニック
みやかわファミリークリニック
渡辺整形外科医院
秋山内科クリニック
上野循環器科・内科医院
高橋整形外科医院
おおくら耳鼻咽喉科
下川医院
鞍手クリニック
香月内科医院
しもかわクリニック
藤井医院
古賀整形外科院
あべ内科循環器科クリニック
むらかみ眼科医院
平野皮膚科クリニック
さとう耳鼻咽喉科
いわくまハートクリニック
伊東内科循環器科医院
吉原循環器科内科
梅谷外科胃腸科医院
やかべ眼科クリニック
新生会病院
田中産婦人科医院
高橋内科クリニック
白石内科医院
菅原内科呼吸器科医院
上の原クリニック
内科・放射線科石野クリニック
浦野のりこ整形外科医院
阿部外科胃腸科医院
中本ゆき内科クリニック
西田啓子内科・糖尿病内科クリニック
医生ヶ丘クリニック
福地内科循環器科医院
是此田内科医院
千代クリニック
大北内科・循環器科医院
北﨑医院
さかいメディカルクリニック
折尾クリニック
あおやぎ耳鼻科医院
前川整形外科医院
前川整形外科スポーツクリニック
奥内科クリニック

医師名
江﨑 嘉春
久能 治子
數住 宗貴
丸山 剛
宮川 隆之
渡辺 甲作
秋山 俊治
上野 一弘
高橋 克伸
大蔵 謙治
江﨑 英司
熊井 三治
香月 洋一
下川 雄弘
藤井 英晴
古賀 哲二
安部 晋之介
村上 忠正
平野 哲哉
佐藤 祐司
岩隈 裕明
伊東 直哉
吉原 伸吾
梅谷 博史
矢加部 優子
力丸 伸樹
中村 修治
下池 英明
白石 悟
菅原 啓介
生山 俊弘
石野 洋一
浦野 典子
阿部 幸生
中本 行子
西田 啓子
田中 弘
福地 靖範

住 所
福岡県北九州市八幡西区西神原町9-19
福岡県宗像市三郎丸5-1-15
福岡県北九州市八幡西区木屋瀬3丁目16-15
福岡県北九州市若松区本町3丁目4-11
福岡県北九州市若松区高須西1丁目2-34
福岡県宗像市稲元4丁目9-25
福岡県宗像市稲元3丁目1-5
福岡県宗像市須恵1丁目16-19
福岡県宗像市日の里6丁目2-20
福岡県北九州市若松区塩屋3丁目22-11
福岡県宮若市鶴田1794-212
福岡県鞍手郡鞍手町古門1042-1
福岡県直方市下境1147-2
福岡県宮若市磯光1236-1
福岡県宮若市本城436
福岡県直方市知古1丁目1-1
福岡県北九州市若松区畠田3丁目4-9
福岡県北九州市若松区高須東3-13-10
福岡県遠賀郡岡垣町海老津駅前2-22-1F
福岡県北九州市八幡西区八枝3丁目12-2
福岡県遠賀郡岡垣町公園通り3丁目1番35号
福岡県直方市新知町7-12
福岡県宮若市竹原299-1
福岡県鞍手郡鞍手町大字中山2262-3
福岡県遠賀郡岡垣町公園通り3丁目1番地33号
福岡県北九州市八幡西区下上津役1-5-1
福岡県北九州市八幡西区折尾4丁目29-15
福岡県直方市頓野3803-1
福岡県直方市殿町11-18
福岡県直方市頓野2104-31
福岡県北九州市八幡西区上の原3丁目28-11
福岡県宗像市くりえいと2-3-40
福岡県遠賀郡水巻町頃末北4丁目2-8
福岡県北九州市八幡西区千代ケ崎3丁目13-24
福岡県北九州市八幡西区大浦1丁目12番25号
福岡県北九州市八幡西区光貞台1-3-26
福岡県北九州市八幡西区力丸町11-22
福岡県北九州市八幡西区上の原4-19-11

是此田 穣・是此田 康 福岡県北九州市八幡西区陣原4-9-16

平山 祐義
大北 卓
北﨑 滋彦
境 文孝
小嶺 憲国
橋田 光一
前川 和道
村井 哲平
奥 誠道

福岡県北九州市八幡西区千代1丁目7-3
福岡県北九州市若松区本町2丁目10-8
福岡県北九州市若松区白山1丁目2-21
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093-642-8088
0940-32-0315
093-617-1034
093-761-2293
093-741-5567
0940-32-2600
0940-39-7130
0940-33-3080
0940-37-8013
093-742-8733
0949-32-0073
0949-43-3030
0949-22-3520
0949-28-7310
0949-32-0117
0949-22-0028
093-791-6600
093-742-3777
093-283-0404
093-695-0871
093-701-6037
0949-24-4188
0949-52-0073
0949-42-3377
093-701-7011
093-612-3100
093-691-0519
0949-25-0020
0949-22-0716
0949-28-1288
093-612-0002
0940-32-0055
093-201-1877
093-602-1220
093-692-5105
093-692-0606
093-601-5555
093-613-5852
093-691-0416
093-614-5558
093-771-4224
093-761-4696
093-644-7500
093-601-4321
0940-33-7117
093-693-1112
093-693-1711
093-482-5809

