風しん抗体検査 実施医療機関名簿 ≪ 八幡西区 ≫

NO

医療機関名

所在地

ＴＥＬ

1 医療法人 時山内科クリニック

八幡西区紅梅１－７－２２

622-3011

2 医療法人 みやけクリニック

八幡西区陣山2-10-20

681-3233

3 医療法人 有吉クリニック

八幡西区菅原町5-1

645-1310

4 大島呼吸器内科クリニック

八幡西区熊手2-3-13-1F

644-7116

5 井上産婦人科クリニック

八幡西区黒崎１－３－４

621-5608

6 医療法人 佐藤由美子婦人科クリニック 八幡西区黒崎3-4-5

631-0555

7 医療法人 久田クリニック

八幡西区幸神１－２－１１

631-1958

8 サンビル日高外科クリニック

八幡西区黒崎１－５－７－６F

631-0772

9 おくながクリニック

八幡西区山寺町2-10

621-0850

10 医療法人 黒崎吉田医院

八幡西区黒崎３－４－３

621-0946

11 医療法人 しょうわ会 正和なみき病院 八幡西区東王子町１３－１

644-0756

12 医療法人 阿部外科胃腸科医院

八幡西区千代ヶ崎３－１３－２４

602-1220

13 綾部医院

八幡西区則松４－１６－１１

691-4603

14 医療法人ありよし小児科内科クリニック 八幡西区本城東１－１６－２４

693-7781

15 医療法人 後藤外科胃腸科医院

692-5100

八幡西区浅川２－１５－２０

16 医療法人 古村内科循環器科クリニック 八幡西区折尾1-1-3

691-0711

17 櫻井医院

八幡西区折尾４－２－１０

691-0528

18 重村医院

八幡西区藤原２－１７－１０

601-0630

19 医療法人 白土医院

八幡西区東筑１－６－２３

691-0660

20 医療法人 中本ゆき内科クリニック

八幡西区大浦１－１２－２５

692-5105

21 医療法人 大塚産婦人科クリニック

八幡西区千代ヶ崎２－２－１２

603-8811

備考

要予約

風しん抗体検査 実施医療機関名簿 ≪ 八幡西区 ≫

NO

医療機関名

22

医療法人 おひさま 二階堂内科呼吸器科クリニック

所在地
八幡西区千代ヶ崎3-1-12

ＴＥＬ
693-0099

23 医療法人 二宮内科循環器科クリニック 八幡西区光明2-4-13

693-2038

24 みさご内科クリニック

645-6100

八幡西区陣原3-23-9

25 医療法人 もりた内科・循環器科クリニック 八幡西区浅川学園台３－１０－３

603-2777

26 医療法人 中野胃腸クリニック

230-0230

八幡西区大浦1-1-35

27 医療法人 長友内科・循環器内科クリニック 八幡西区浅川台1-1-22

693-2333

28 医療法人 西野小児科医院

八幡西区千代ヶ崎3-13-28

602-6868

29 引野口循環器クリニック

八幡西区引野１－３－８

621-0221

30 医療法人 倉重こどもクリニック

八幡西区鷹の巣２－１３－９

644-2350

31 医療法人 田中内科医院

八幡西区相生町１０－７

631-3122

32 医療法人 山本内科クリニック

八幡西区鷹の巣２－７－２７

383-6736

33 今井小児科内科医院

八幡西区沖田２－１７－１

613-3555

34 医療法人 永犬丸小児科医院

八幡西区三ヶ森１－３－５

612-8880

35 医療法人 久原内科医院

八幡西区割子川２－１０－１８

631-2579

36 小嶺外科胃腸科医院

八幡西区町上津役東2-1-13

611-0270

37 医療法人 平田クリニック

八幡西区町上津役東２－１９－５

612-3232

38 医療法人 山脇内科クリニック

八幡西区永犬丸南町1-11-13

611-0002

39 あきた産科婦人科クリニック

八幡西区則松7-21-1

601-2121

40 医療法人 廣畑内科クリニック

八幡西区北筑２－１９－１5

693-1511

41 医療法人 愛明会 もりぞの内科

八幡西区上上上津役2-14-7

611-5335

42 医療法人 榊原クリニック

八幡西区木屋瀬１－２４－１６

618-5500

43 酒本医院

八幡西区下畑町６－２０

617-1036

備考

風しん抗体検査 実施医療機関名簿 ≪ 八幡西区 ≫

NO

医療機関名

所在地

ＴＥＬ

44 木屋瀬クリニック

八幡西区木屋瀬１－１４－１４

618-6092

45 医療法人 末廣医院

八幡西区香月中央３－２－１５

617-1212

46 医療法人 数住医院

八幡西区木屋瀬３－１６－１５

617-1034

47 医療法人 西村医院

八幡西区楠橋上方２－１－１０

617-0298

48 千代クリニック

八幡西区千代1-7-3

614-5558

49 こがねまるクリニック

八幡西区大字野面1893

619-1877

50 医療法人 石橋医院

八幡西区馬場山緑1-6

618-5123

51 医療法人 西田医院

八幡西区大字野面７９０

617-1148

52 財団法人 健和会町上津役診療所

八幡西区町上津役東1-7-38

611-2811

53

八幡西区岸の浦１－８－１

641-5111

54 ふじもと内科クリニック

北九州市八幡西区鉄竜1-3-3

644-1788

55 権頭クリニック

八幡西区永犬丸2-10-10

692-5557

56 のむら内科・消化器科クリニック

八幡西区菅原町5-6

621-7128

57 片山内科医院

八幡西区永犬丸3-2-3

603-1301

58 医療法人 石橋内科クリニック

八幡西区浅川台1-2-47

603-2755

独立行政法人 地域医療機能推進機構 九州病院

備考

要予約

