
小児慢性特定疾病指定医療機関一覧【病院・診療所】
（令和4年11月末許可時点）

区 医療機関名
担当する医療

（又は標榜する診療科目）
所在地

門司 医療法人　眞秋会　あきたけ医院 内科、小児科、麻酔科 北九州市門司区東門司2-4-18

門司 医療法人　岡本クリニック 泌尿器科、外科 北九州市門司区原町別院12-19

門司 北九州市立門司病院 内科、神経内科、小児科、外科、整形外科他多数 北九州市門司区南本町3-1

門司 九州鉄道記念病院 内科、神経内科、リウマチ科、外科、整形外科他多数 北九州市門司区高田２－１－１

門司 医療法人　恵祐会　新小文字歯科クリニック 歯科、歯科口腔外科、小児歯科、矯正歯科 北九州市門司区大里新町3-8

門司 新小文字病院 内科、外多数 北九州市門司区大里新町2-5

門司 医療法人　大里眼科クリニック 眼科 北九州市門司区柳町1-2-26

門司 医療法人　辻医院 内科、小児科、消化器内科 北九州市門司区永黒2-9-18

門司 医療法人　楢﨑内科医院 内科、消化器内科、糖尿病内科、循環器内科 北九州市門司区社ノ木2-5-1

門司 ふくむら小児科 小児科 北九州市門司区錦町8-10

門司 公益社団法人日本海員掖済会　門司掖済会病院 内科、他多数 北九州市門司区清滝1-3-1

門司 公益社団法人日本海員掖済会　門司掖済会病院（歯科） 内科、神経内科、外科、整形外科、皮膚科、泌尿器科他多数 北九州市門司区清滝1-3-1

門司 医療法人　吉村こどもクリニック 小児科 北九州市門司区大里戸ノ上1-16-1

小倉北 あまのクリニック 内科、外科、消化器内科 北九州市小倉北区東篠崎3-5-48

小倉北 医療法人　伊藤クリニック 内科 北九州市小倉北区馬借1-6-17-201

小倉北 医療法人　いのくち内科クリニック 内科 北九州市小倉北区吉野町10-6

小倉北 医療法人　岩田整形外科医院 整形外科、リウマチ科、リハビリテーション科 北九州市小倉北区熊本4-3-29

小倉北 医療法人　浦田診療所 眼科 北九州市小倉北区木町4－3－20

小倉北 医療法人　大串皮膚泌尿器科医院 皮膚科、泌尿器科、性病科 北九州市小倉北区金鶏町1-38

小倉北 おおてまちキッズクリニック 小児科 北九州市小倉北区大手町12-4

小倉北 大手町診療所 内科、小児科、整形外科 北九州市小倉北区大手町13-1

小倉北 岸本内科クリニック 内科、胃腸科、消化器科、アレルギー科 北九州市小倉北区今町1-1-16

小倉北 医療法人共和会　小倉リハビリテーション病院 内科、神経内科、整形外科、皮膚科、リハビリテーション科、歯科 北九州市小倉北区篠崎１丁目５－１

小倉北 北九州市立医療センター 消化器内科、小児科、小児外科、脳神経外科 北九州市小倉北区馬借2-1-1

小倉北 北九州総合病院 内科、心療内科、リウマチ科、小児科、外科、整形外科他多数 北九州市小倉北区東城野町1-1

小倉北 きはら内科クリニック糖尿病内科 内科、糖尿病内科、消化器内科 北九州市小倉北区片野新町3-1-1-201

小倉北 きはら内科クリニック糖尿病内科 内科、糖尿病内科、消化器内科 北九州市小倉北区片野新町3-1-1-201

小倉北 医療法人一会　木本歯科クリニック 歯科 北九州市小倉北区紺屋町13-1-２F

小倉北 公立大学法人　九州歯科大学附属病院 歯科、歯科口腔外科、矯正歯科、小児歯科、内科、外科、麻酔科 北九州市小倉北区真鶴2-6-1

小倉北 きよみず耳鼻咽喉科クリニック 耳鼻いんこう科 北九州市小倉北区清水2-11-15

小倉北 医療法人　ぐしま胃腸内科クリニック 内科、胃腸科 北九州市小倉北区原町１丁目１４番２０号

小倉北 医療法人ケーズ・アンド・パートナーズ　ケーズ皮膚科　美容皮膚科　小倉魚町院 皮膚科、美容皮膚科 北九州市小倉北区魚町1-3-5

小倉北 健和会大手町病院 小児科他多数 北九州市小倉北区大手町13-1

小倉北 健和会大手町病院付属歯科診療所 歯科、小児歯科、歯科口腔外科 北九州市小倉北区大手町１３－１

小倉北 こくらアレルギークリニック 内科、アレルギー科、小児科 北九州市小倉北区米町2-2-1新小倉ビル２F

小倉北 小倉記念病院 小児科他多数 北九州市小倉北区浅野3-2-1

小倉北 小倉第一病院 腎臓内科、人工透析内科、糖尿病内科、内分泌内科、リウマチ科、循環器内科 北九州市小倉北区下到津1-12-14

小倉北 在宅サポートながさきクリニック 内科 北九州市小倉北区真鶴1-4-11

小倉北 清水ファミリークリニック 内科、小児科、皮膚科、小児神経科 北九州市小倉北区下富野4－21－13

小倉北 谷口歯科医院 歯科、小児歯科、矯正歯科、口腔外科 北九州市小倉北区須賀町6-12

小倉北 医療法人　たまき腎クリニック 腎臓内科 北九州市小倉北区片野2-21-11

小倉北 医療法人　中川クリニック 内科、皮膚科 北九州市小倉北区片野1-1-57

小倉北 ふじひら内科医院 内科 北九州市小倉北区浅野1-1-1-７F
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小倉北 医療法人　増田クリニック 消化器科、眼科 北九州市小倉北区黒原3-15-2

小倉北 医療法人　まつもとクリニック 内科、アレルギー科、小児科、腎臓内科 北九州市小倉北区上富野4-12-44

小倉北 医療法人聖亮会　萬納寺医院 内科、小児科、皮膚科 北九州市小倉北区竪町2丁目5番7号

小倉北 医療法人　三村眼科医院 眼科 北九州市小倉北区大門2-1-4-2F

小倉北 医療法人　宮本眼科 眼科 北九州市小倉北区黄金1-1-7

小倉北 医療法人　安元耳鼻咽喉科医院 耳鼻いんこう科 北九州市小倉北区原町2－6－20

小倉北 山本内科・糖尿病内科 内科、糖尿病内科 北九州市小倉北区京町4-5-22

小倉北 医療法人　よしだ小児科医院 小児科 北九州市小倉北区馬借3-3-36

小倉北 ひいらぎこころクリニック 心療内科、精神科 北九州市小倉北区浅野1－1－1　アミュプラザ小倉東館４F

小倉北 いたや小児歯科大人歯科医院 歯科、小児歯科 北九州市小倉北区片野新町一丁目12番25号

小倉南 いわい歯科医院 歯科、小児歯科、矯正 北九州市小倉南区上曽根5-11-6

小倉南 医療法人仁風会　上田惠亮整形外科医院 整形外科 北九州市小倉南区田原新町3-12-6

小倉南 おかざきこどもクリニック 小児科 北九州市小倉南区企救丘4-16-6

小倉南 医療法人　協和会　がもう歯科クリニック 歯科 北九州市小倉南区蒲生1-1-35

小倉南 医療法人　かん養生クリニック 精神科、心療内科、内科 北九州市小倉南区湯川新町3-7-1

小倉南 北九州市立総合療育センター 内科、精神科、小児科、整形外科他多数 北九州市小倉南区春ヶ丘10-4

小倉南 医療法人海の弘毅会　北九州腎臓クリニック 北九州市小倉南区田原新町2-3-8

小倉南 独立行政法人労働者健康安全機構　九州労災病院 小児科他多数 北九州市小倉南区曽根北町1-1

小倉南 医療法人　久米整形外科医院 整形外科、リウマチ科、リハビリテーション科 北九州市小倉南区富士見2-3-30

小倉南 独立行政法人国立病院機構　小倉医療センター 小児科他多数 北九州市小倉南区春ヶ丘10-1

小倉南 独立行政法人国立病院機構　小倉医療センター 内科、心療内科、精神科、小児科、外科、整形外科他多数 北九州市小倉南区春ヶ丘10-1

小倉南 医療法人社団秀和会　小倉南歯科医院 歯科、歯科口腔外科、小児歯科 北九州市小倉南区大字貫3664-2

小倉南 医療法人社団秀和会　小倉南歯科医院 歯科、歯科口腔外科、小児歯科 北九州市小倉南区大字貫3664-2

小倉南 小倉南メディカルケア病院 内科、小児科、リハビリテーション科 北九州市小倉南区葛原東2-14-2

小倉南 さかもとひでひさ眼科 眼科 北九州市小倉南区上葛原2-17-16

小倉南 歯科Ｕクリニック 歯科、小児歯科 北九州市小倉南区湯川5-7-7

小倉南 医療法人海の弘毅会　新北九州腎臓クリニック 腎臓内科・人工透析内科・糖尿病内科・内科 北九州市小倉南区曽根北町4-11

小倉南 医療法人恵祐会　しんまち歯科クリニック 歯科、歯科口腔外科、小児歯科、矯正歯科 北九州市小倉南区田原新町2-4-16

小倉南 医療法人徳力団地診療所 内科、小児科 北九州市小倉南区徳力団地2-10

小倉南 医療法人　中森眼科医院 眼科 北九州市小倉南区下曽根4－25－15

小倉南 医療法人　ひらのサンタキッズクリニック 小児科 北九州市小倉南区上吉田2-8-6

小倉南 眞崎クリニック 外科、リハビリテーション科、糖尿病内科 北九州市小倉南区田原4-9-14

小倉南 医療法人松田耳鼻咽喉科 耳鼻いんこう科 北九州市小倉南区東貫2-2-9

小倉南 医療法人　山口クリニック 神経内科、脳神経外科、リハビリテーション科 北九州市小倉南区田原新町2-12-17

小倉南 医療法人　嘉武医院 小児科、外科、消化器内科 北九州市小倉南区南若園町7-23

若松 医療法人宝歯会　かじわら歯科医院 歯科・小児歯科・航空外科・矯正歯科 北九州市若松区下原町1-1

若松 医療法人徹滋会　北﨑医院 内科、消化器内科 北九州市若松区白山１－２－２１

若松 こむら小児科 小児外科 北九州市若松区塩屋4-1-20

若松 産業医科大学若松病院 内科、他多数 北九州市若松区浜町1-17-1

若松 田村内科クリニック 内科 北九州市若松区塩屋一丁目26番41号

若松 田村内科クリニック 内科、腎臓内科（人工透析） 北九州市若松区塩屋1-26-41

若松 医療法人寿芳会　芳野病院 内科、他多数 北九州市若松区本町2-15-6

八幡東 地方独立行政法人北九州市立病院機構　北九州市立八幡病院 内科、精神科、小児科、外科、整形外科他多数 北九州市八幡東区尾倉2-6-2
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八幡東 社会医療法人　製鉄記念八幡病院 小児科他多数 北九州市八幡東区春の町1-1-1

八幡東 もり耳鼻咽喉科・皮膚科 皮膚科、耳鼻いんこう科 北九州市八幡東区山王1-17-5

八幡東 社会福祉法人恩賜財団済生会支部　福岡県済生会八幡総合病院 小児科他多数 北九州市八幡東区春の町5-9-27

八幡東 医療法人　横溝内科クリニック 北九州市八幡東区西本町3-5-15西本町ビル２階

八幡西 浅川学園台在宅クリニック 内科、神経内科、脳神経外科 北九州市八幡西区浅川学園台2-11-13

八幡西 井上内科医院 内科、小児科、消化器科 北九州市八幡西区星ヶ丘6-1-108

八幡西 今井医院 内科、呼吸器内科、小児科 北九州市八幡西区沖田2-17-1

八幡西 医療法人　筒井歯科医院 歯科、矯正歯科、歯科口腔外科 北九州市八幡西区折尾３丁目１－５

八幡西 医療法人　廣畑内科クリニック 内科、消化器科 北九州市八幡西区北筑2-19-109

八幡西 医療法人博栄会　うえの歯科クリニック 一般歯科、小児歯科他 北九州市八幡西区長崎町10-2

八幡西 医療法人　永犬丸むらかみ内科クリニック 内科 北九州市八幡西区八枝3-12-3

八幡西 医療法人　岡本眼科医院 眼科 北九州市八幡西区三ヶ森4-11-10

八幡西 尾上歯科医院 歯科、小児歯科 北九州市八幡西区鷹の巣1-16-1

八幡西 北九州市立総合療育センター西部分所 内科、小児科、整形外科、リハビリテーション科、歯科、小児歯科 北九州市八幡西区若葉1-8-1

八幡西 北九州市立総合療育センター西部分所（歯科） 内科、小児科、整形外科、リハビリテーション科、歯科、小児歯科 北九州市八幡西区若葉1-8-1

八幡西 独立行政法人　地域医療機能推進機構　九州病院 小児科他多数 北九州市八幡西区岸の浦1-8-1

八幡西 健和会町上津役診療所 内科、小児科、放射線科 北九州市八幡西区町上津役東1-7-38

八幡西 医療法人　合屋医院 内科、小児科 北九州市八幡西区鷹の巣2-5-3

八幡西 医療法人　こがねまるクリニック 内科、糖尿病内科 北九州市八幡西区大字野面1893

八幡西 医療法人　権頭クリニック 内科 北九州市八幡西区永犬丸2-10-10

八幡西 医療法人　桜が丘クリニック 内科、アレルギー科、小児科 北九州市八幡西区青山1-1-61

八幡西 ささぐり歯科医院 歯科、小児歯科、矯正歯科、口腔外科 北九州市八幡西区下上津役1-20-14

八幡西 産業医科大学病院 小児科他多数 北九州市八幡西区医生ケ丘1-1

八幡西 産業医科大学病院　歯科 歯科 北九州市八幡西区医生ヶ丘１－１

八幡西 じょうおニコニコクリニック 小児科、糖尿病内科 北九州市八幡西区岸の浦１－３－９

八幡西 医療法人しょうわ会　正和中央病院 整形外科、リハビリテーション科、外科、消化器外科、内視鏡科 北九州市八幡西区八枝3-13-1

八幡西 医療法人財団はまゆう会　新王子病院 内科、他多数 北九州市八幡西区鉄王2-20-1

八幡西 新生会病院 内科、アレルギー科、耳鼻いんこう科、小児歯科 北九州市八幡西区下上津役1－5－1

八幡西 スターデンタルクリニック 歯科 北九州市八幡西区相生町5-15

八幡西 医療法人はるか　聖ヨハネ病院 内科、外科、リハビリテーション科、脳神経内科、救急科、緩和ケア内科 北九州市八幡西区陣山1-4-28

八幡西 医療法人　だざい皮膚・形成外科クリニック 形成外科、皮膚科 北九州市八幡西区下上津役1-13-6

八幡西 たしろ歯科医院 歯科 北九州市八幡西区千代ヶ崎3-13-17

八幡西 とよた歯科医院 歯科、歯科口腔外科、小児歯科、矯正歯科 北九州市八幡西区木屋瀬東2-2-15

八幡西 医療法人　西田啓子内科・糖尿病内科クリニック 内科、糖尿病内科 北九州市八幡西区光貞台1-3-26

八幡西 望月胃腸クリニック 内科、胃腸科他 北九州市八幡西区東曲町７－２８

戸畑 医療法人有愛会　一枝クリニック 小児科、耳鼻いんこう科 北九州市戸畑区一枝2-3-26

戸畑 かめざき内科クリニック 内科 北九州市戸畑区一枝2-3-31

戸畑 医療法人　大原小児科医院 小児科 北九州市戸畑区千防1-11-20

戸畑 畠中内科クリニック 内科、他多数 北九州市戸畑区浅生3-16-19

戸畑 社会医療法人　共愛会　戸畑共立病院 小児科、他多数 北九州市戸畑区沢見2-5-1

戸畑 戸畑総合病院 小児科他多数 北九州市戸畑区福柳木1-3-33


