
小児慢性特定疾病指定医一覧
（令和4年11月末許可時点）

区
（医療機関）

氏名 勤務先医療機関 医療機関住所 担当する診療科

門司 古賀　靖敏 ふくむら小児科 北九州市門司区錦町8-10 小児科

門司 楢﨑　健次郎 医療法人楢﨑内科医院 北九州市門司区社ノ木2-5-1 内科、胃腸科、循環器科

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

門司 岡本　正子 医療法人　岡本クリニック 北九州市門司区原町別院12-19 産婦人科、外科

門司 辻　雄一郎 医療法人　辻医院 北九州市門司区永黒2-9-18 内科、小児科、消化器内科、呼吸器内科

門司 阿部　功 一般社団法人日本海員掖済会　門司掖済会病院 北九州市門司区清滝1-3-1 内科

門司 佐藤　薫 一般社団法人日本海員掖済会　門司掖済会病院 北九州市門司区清滝1-3-1 内科

門司 古橋　隆 一般社団法人日本海員掖済会　門司掖済会病院 北九州市門司区清滝1-3-1 外科

門司 成山　謙一 一般社団法人日本海員掖済会　門司掖済会病院 北九州市門司区清滝1-3-1 耳鼻咽喉科

門司 安部　利彦 一般社団法人日本海員掖済会　門司掖済会病院 北九州市門司区清滝1-3-1 外科

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

門司 辰巳　貞子 医療法人　大里眼科クリニック 北九州市門司区柳町1-2-26 眼科

門司 藤村　陽都 社会医療法人財団池友会　新小文字病院 北九州市門司区大里新町2-5 脳神経外科

門司 増田　勉 社会医療法人財団池友会　新小文字病院 北九州市門司区大里新町2-5 脳神経外科

門司 押方　章吾 社会医療法人財団池友会　新小文字病院 北九州市門司区大里新町2-5 脳神経外科

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

門司 駒谷　英基 社会医療法人財団池友会　新小文字病院 北九州市門司区大里新町2-5 脳神経外科

門司 太﨑　博美 九州鉄道記念病院 北九州市門司区高田２－１－１ 循環器内科

門司 古賀　敦子 ふくむら小児科 北九州市門司区錦町8-10 小児科

門司 中山　知則 北九州市立門司病院 北九州市門司区南本町3-1 小児科

門司 辰巳　和弘 医療法人　大里眼科クリニック 北九州市門司区柳町1-2-26 眼科

小倉北 石井 雅宏 北九州総合病院 北九州市小倉北区東城野町1-1 小児科

小倉北 斉宮　真理 北九州総合病院 北九州市小倉北区東城野町1-1 小児科

小倉北 小窪　啓之 北九州市立医療センター 北九州市小倉北区馬借2-1-1 小児科

小倉北 野口　貴之 北九州市立医療センター 北九州市小倉北区馬借2-1-1 小児科

小倉北 日高　靖文 北九州市立医療センター 北九州市小倉北区馬借2-1-1 小児科

小倉北 金田　章子 北九州市立医療センター 北九州市小倉北区馬借2-1-1 脳神経外科

小倉北 塚本　春寿 北九州市立医療センター 北九州市小倉北区馬借2-1-1 脳神経外科

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

小倉北 増田　裕恵 医療法人　増田クリニック 北九州市小倉北区黒原3-15-2 眼科

小倉北 大中　貴史 小倉記念病院 北九州市小倉北区浅野3-2-1 血液内科

小倉北 米澤　昭仁 小倉記念病院 北九州市小倉北区浅野3-2-1 血液内科

小倉北 白井　伸一 小倉記念病院 北九州市小倉北区浅野3-2-1 循環器内科

小倉北 安藤　献児 小倉記念病院 北九州市小倉北区浅野3-2-1 循環器内科

小倉北 尾上　泰弘 北九州市立医療センター 北九州市小倉北区馬借2-1-1 小児科

小倉北 宮本　秀久 医療法人　宮本眼科 北九州市小倉北区黄金1-1-7 眼科

小倉北 濵砂　良一 国家公務員共済組合連合会　新小倉病院 北九州市小倉北区金田1-3-1 泌尿器科

小倉北 秋穂　裕唯 北九州市立医療センター 北九州市小倉北区馬借2-1-1 消化器内科

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

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

小倉北 神代　万壽美 社会医療法人北九州病院　北九州総合病院 北九州市小倉北区東城野町1-1 小児科

小倉北 藤平　隆司 ふじひら内科医院 北九州市小倉北区浅野1-1-1-7F 内科

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

小倉北 出井　勝 社会医療法人北九州病院　北九州総合病院 北九州市小倉北区東城野町1-1 脳神経外科
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小倉北 大森　俊 小倉第一病院 北九州市小倉北区下到津１丁目１２‐１４ 皮膚科

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

小倉北 外尾　要 社会医療法人北九州病院　北九州総合病院 北九州市小倉北区東城野町1-1 脳神経外科

小倉北 久保　和泰 社会医療法人北九州病院　北九州総合病院 北九州市小倉北区東城野町1-1 小児科

小倉北 佐藤　東 おおてまちキッズクリニック 北九州市小倉北区大手町12-4　スピナガーデン大手町2階 小児科

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

小倉北 波多野　武人 小倉記念病院 北九州市小倉北区浅野3-2-1 脳神経外科

小倉北 徳永　洋一 とくなが小児科クリニック 北九州市小倉北区霧ヶ丘3-13-22 小児科、小児神経内科

小倉北 仙石　昭仁 医療法人　三村眼科医院 北九州市小倉北区竪町2-6-11 眼科

小倉北 河野　倫子 北九州市立医療センター 北九州市小倉北区馬借2-1-1 糖尿病内科、内分泌代謝科

小倉北 吉田　智治 北九州小倉病院 北九州市小倉北区上富野3-19-1 消化器内科

小倉北 足立　雅広 北九州市立医療センター 北九州市小倉北区馬借2-1-1 糖尿病内科

小倉北 千手　絢子 社会医療法人北九州病院　北九州総合病院 北九州市小倉北区東城野町1-1 小児科

小倉北 金井　英俊 小倉記念病院 北九州市小倉北区浅野3-2-1 腎臓内科

小倉北 塚本　浩 国家公務員共済組合連合会　新小倉病院 北九州市小倉北区金田1-3-1 リウマチ科

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

小倉北 黒木　理恵 北九州市立医療センター 北九州市小倉北区馬借2-1-1 小児科

小倉北 萬納寺　聖仁 萬納寺医院 北九州市小倉北区田町６‐３０ 内科、小児科

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

小倉北 中村　晶俊 北九州市立医療センター 北九州市小倉北区馬借2-1-1 小児外科

小倉北 川村　卓 北九州総合病院 北九州市小倉北区東城野町1-1 小児科

小倉北 河津　隆三 医療法人共和会　小倉リハビリテーション病院 北九州市小倉北区篠崎１丁目５－１ 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

小倉北 赤津　嘉樹 医療法人共和会　小倉リハビリテーション病院 北九州市小倉北区篠崎１丁目５－１ 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

小倉北 伊藤　淳一 医療法人　伊藤クリニック 北九州市小倉北区馬借1-6-17-201 内科

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

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

小倉北 橋本　哲也 小倉記念病院 北九州市小倉北区浅野3-2-1 脳神経外科

小倉北 高水間　亮治 北九州総合病院 北九州市小倉北区東城野町1-1 一般内科

小倉北 山﨑　雅弘 北九州総合病院 北九州市小倉北区東城野町1-1 消化器内科

小倉北 天野　敏之 北九州市立医療センター 北九州市小倉北区馬借2-1-1 脳神経外科

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

小倉南 河田　泰定 九州労災病院 北九州市小倉南区曽根北町1-1 小児科

小倉南 中村　慶司 九州労災病院 北九州市小倉南区曽根北町1-1 小児科

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

小倉南 坂本　英久 さかもとひでひさ眼科 北九州市小倉南区上葛原2-17-16 眼科

小倉南 坂本　真季 さかもとひでひさ眼科 北九州市小倉南区上葛原2-17-16 眼科

小倉南 山口　通子 医療法人　山口クリニック 北九州市小倉南区田原新町2-12-17 神経内科

小倉南 山口　辰己 医療法人　山口クリニック 北九州市小倉南区田原新町2-12-17 脳神経外科

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

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

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

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

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

小倉南 安永　由紀恵 独立行政法人国立病院機構小倉医療センター 北九州市小倉南区春ヶ丘10-1 小児科
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小倉南 緒方　怜奈 独立行政法人国立病院機構小倉医療センター 北九州市小倉南区春ヶ丘10-1 小児科

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

小倉南 生野　久美子 独立行政法人国立病院機構小倉医療センター 北九州市小倉南区春ヶ丘10-1 小児外科

小倉南 橋本　佳子 独立行政法人国立病院機構小倉医療センター 北九州市小倉南区春ヶ丘10-1 小児外科

小倉南 杉本　英克 杉本クリニック 北九州市小倉南区中曽根1-13-6 内科

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

小倉南 坂本　博士 医療法人　坂本眼科医院 北九州市小倉南区沼緑町5-1-12 眼科

小倉南 松尾　圭介 北九州市立総合療育センター 北九州市小倉南区春ヶ丘10-4 整形外科

小倉南 鳥越　清之 北九州市立総合療育センター 北九州市小倉南区春ヶ丘10-4 整形外科

小倉南 河野　義恭 北九州市立総合療育センター 北九州市小倉南区春ヶ丘10-4 小児科

小倉南 高橋　広 北九州市立総合療育センター 北九州市小倉南区春ヶ丘10-4 眼科

小倉南 原田　博子 医療法人　嘉武医院 北九州市小倉南区南若園町7-23 小児科

小倉南 岩田　賢治 医療法人ｹｰｽﾞ・ｱﾝﾄﾞ・ﾊﾟｰﾄﾅｰｽﾞ　K’ｓｸﾘﾆｯｸ皮ふ科 北九州市小倉南区葛原本町1-6-17 皮膚科、美容皮膚科

小倉南 中森　玄司 医療法人　中森眼科医院 北九州市小倉南区下曽根4-25-15 眼科

小倉南 松本　信司 医療法人　あさひ松本病院 北九州市小倉南区津田5-1-5 内科、循環器内科

小倉南 木村　建 医療法人　あさひ松本病院 北九州市小倉南区津田5-1-5 内科

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

小倉南 松延　知哉 九州労災病院 北九州市小倉南区曽根北町1-1 整形外科

小倉南 藤田　弘之 北九州市立総合療育センター 北九州市小倉南区春ヶ丘10-4 小児科

小倉南 芳賀　整 九州労災病院 北九州市小倉南区曽根北町1-1 脳神経外科

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

小倉南 畑野　崇 北九州市立総合療育センター 北九州市小倉南区春ヶ丘10-4 整形外科

小倉南 吉岡　学 九州労災病院 北九州市小倉南区曽根北町1-1 皮膚科

小倉南 湯浅　千春 独立行政法人国立病院機構小倉医療センター 北九州市小倉南区春ヶ丘10-1 小児科

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

小倉南 的場　ゆか 独立行政法人国立病院機構小倉医療センター 北九州市小倉南区春ヶ丘10-1 内科

小倉南 倉田　浩昭 国立病院機構　小倉医療センター 北九州市小倉南区春ケ丘１０－１ 小児科

小倉南 浦郷　康平 国立病院機構小倉医療センター 北九州市小倉南区春ヶ丘10-1 産科

小倉南 赤松　稔 上曽根病院 北九州市小倉南区上曽根5-13-1 内科・小児科

小倉南 武藤　敏孝 国立病院機構小倉医療センター 北九州市小倉南区春ヶ丘10-1 内科

小倉南 窪田　正幸 小倉南メディカルケア病院 北九州市小倉南区葛原東2-14-2 小児科

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

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

小倉南 虫本　雄一 独立行政法人国立病院機構　小倉医療センター 北九州市小倉南区春ヶ丘10-1 小児科

小倉南 多久　葵 九州労災病院 北九州市小倉南区曽根北町1-1 小児科

小倉南 副島　直子 九州労災病院 北九州市小倉南区曽根北町1-1 脳神経内科

小倉南 板場　壮一 九州労災病院 北九州市小倉南区曽根北町1-1 消化器内科

若松 福與 俊介 産業医科大学若松病院 北九州市若松区浜町1-17-1 膠原病・ﾘｳﾏﾁ内科

若松 西尾 大介 医療法人　皮ふのクリニックふたじま 北九州市若松区二島5-1-42 皮膚科、アレルギー科

若松 田村 雅仁 田村内科クリニック 北九州市若松区塩屋1-26-41 内科、腎臓内科

若松 山口 享宏 産業医科大学若松病院 北九州市若松区浜町1-17-1 緩和ケア・血液腫瘍科

若松 酒井　昭典 産業医科大学若松病院 北九州市若松区浜町1-17-1 整形外科

若松 長谷川　孝高 産業医科大学若松病院 北九州市若松区浜町1-17-1 泌尿器科

八幡東 佐藤　哲司 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 北九州市八幡東区尾倉2-6-2 小児科
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八幡東 宮岡 亮 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 北九州市八幡東区尾倉2-6-2 脳神経外科

八幡東 井元　博文 製鉄記念八幡病院 北九州市八幡東区春の町1-1-1 糖尿病内科

八幡東 松本　博臣 北九州市立八幡病院 北九州市八幡東区尾倉2-6-2 泌尿器科

八幡東 石橋　紳作 北九州市立八幡病院 北九州市八幡東区尾倉2-6-2 小児科

八幡東 今村　徳夫 北九州市立八幡病院 北九州市八幡東区尾倉2-6-2 小児科

八幡東 神薗　淳司 北九州市立八幡病院 北九州市八幡東区尾倉2-6-2 小児科

八幡東 天本　正乃 北九州市立八幡病院 北九州市八幡東区尾倉2-6-2 小児科

八幡東 富田　芳江 北九州市立八幡病院 北九州市八幡東区尾倉2-6-2 小児科

八幡東 富田　一郎 北九州市立八幡病院 北九州市八幡東区尾倉2-6-2 小児科

八幡東 八坂　龍広 北九州市立八幡病院 北九州市八幡東区尾倉2-6-2 小児科

八幡東 高野　健一 北九州市立八幡病院 北九州市八幡東区尾倉2-6-2 小児科

八幡東 魚住　友彦 製鉄記念八幡病院 北九州市八幡東区春の町1-1-1 糖尿病内科

八幡東 西原　学宣 恩賜財団　福岡県済生会八幡総合病院 北九州市八幡東区春の町5-9-27 腎センター

八幡東 里村　暁子 恩賜財団　福岡県済生会八幡総合病院 北九州市八幡東区春の町5-9-27 皮膚科

八幡東 安永　親生 恩賜財団　福岡県済生会八幡総合病院 北九州市八幡東区春の町5-9-27 腎センター

八幡東 柳田　太平 製鉄記念八幡病院 北九州市八幡東区春の町1-1-1 糖尿病内科

八幡東 岸本　慎太郎 北九州市立八幡病院 北九州市八幡東区尾倉2-6-2 小児科

八幡東 山口　慎也 製鉄記念八幡病院 北九州市八幡東区春の町1-1-1 脳神経外科

八幡東 村上　知恵 北九州市立八幡病院 北九州市八幡東区尾倉2-6-2 小児科

八幡東 岡本　右滋 恩賜財団　福岡県済生会八幡総合病院 北九州市八幡東区春の町5-9-27 脳神経外科センター

八幡東 梅野　好啓 製鉄記念八幡病院 北九州市八幡東区春の町1-1-1 耳鼻咽喉科

八幡東 稲垣　二郎 北九州市立八幡病院 北九州市八幡東区尾倉2-6-2 小児科

八幡東 中村　滋郎 製鉄記念八幡病院 北九州市八幡東区春の町1-1-1 消化器内科

八幡東 興梠　雅彦 北九州市立八幡病院 北九州市八幡東区尾倉2-6-2 小児科

八幡東 植村　佑介 医療法人はるか　桃園公園クリニック 北九州市八幡東区桃園1-5-1 内科、神経内科

八幡東 福永　源太 医療法人はるか　桃園公園クリニック 北九州市八幡東区桃園1-5-1 内科、救急科、外科

八幡東 横溝　由史 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 内科

八幡東 沖　剛 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 北九州市八幡東区尾倉2-6-2 小児科

八幡東 中野　慎也 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 北九州市八幡東区尾倉2-6-2 小児科

八幡東 安井　昌博 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 北九州市八幡東区尾倉2-6-2 小児科

八幡東 松石　登志哉 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 北九州市八幡東区尾倉2-6-2 小児科、小児血液・腫瘍内科

八幡東 中村　宇大 社会医療法人　製鉄記念八幡病院 北九州市八幡東区春の町1-1-1 糖尿病内科

八幡東 池上　朋未 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 北九州市八幡東区春の町5-9-27 小児科

八幡東 岡畠　祥憲 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 北九州市八幡東区尾倉2-6-2 小児科

八幡西 田中 良哉 産業医科大学病院 北九州市八幡西区医生ヶ丘1-1 膠原病ﾘｳﾏﾁ内科･内分泌代謝糖尿病内科

八幡西 中山田 真吾 産業医科大学病院 北九州市八幡西区医生ヶ丘1-1 膠原病ﾘｳﾏﾁ内科･内分泌代謝糖尿病内科

八幡西 宮川 一平 産業医科大学病院 北九州市八幡西区医生ヶ丘1-1 膠原病ﾘｳﾏﾁ内科･内分泌代謝糖尿病内科

八幡西 山口 絢子 産業医科大学病院 北九州市八幡西区医生ヶ丘1-1 膠原病ﾘｳﾏﾁ内科･内分泌代謝糖尿病内科

八幡西 原田 大 産業医科大学病院 北九州市八幡西区医生ヶ丘1-1 消化管内科･肝胆膵内科

八幡西 久米 惠一郎 産業医科大学病院 北九州市八幡西区医生ヶ丘1-1 消化管内科･肝胆膵内科

八幡西 柴田 道彦 産業医科大学病院 北九州市八幡西区医生ヶ丘1-1 消化管内科･肝胆膵内科

八幡西 渡邊 龍之 産業医科大学病院 北九州市八幡西区医生ヶ丘1-1 消化管内科･肝胆膵内科

八幡西 楠原 浩一 産業医科大学病院 北九州市八幡西区医生ヶ丘1-1 小児科

八幡西 下野 昌幸 産業医科大学病院 北九州市八幡西区医生ヶ丘1-1 小児科
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八幡西 山本 幸代 産業医科大学病院 北九州市八幡西区医生ヶ丘1-1 小児科

八幡西 本田 裕子 産業医科大学病院 北九州市八幡西区医生ヶ丘1-1 小児科

八幡西 山本 淳考 産業医科大学病院 北九州市八幡西区医生ヶ丘1-1 脳神経外科

八幡西 中村 元信 産業医科大学病院 北九州市八幡西区医生ヶ丘1-1 皮膚科

八幡西 近藤 寛之 産業医科大学病院 北九州市八幡西区医生ヶ丘1-1 眼科

八幡西 永田 竜朗 産業医科大学病院 北九州市八幡西区医生ケ丘1-1 眼科

八幡西 石橋 真吾 産業医科大学病院 北九州市八幡西区医生ヶ丘1-1 眼科

八幡西 松下 五佳 産業医科大学病院 北九州市八幡西区医生ヶ丘1-1 眼科

八幡西 渡部 晃久 産業医科大学病院 北九州市八幡西区医生ヶ丘1-1 眼科

八幡西 芳川 一郎 産業医科大学病院 北九州市八幡西区医生ヶ丘1-1 消化管内科･肝胆膵内科

八幡西 塚田 順一 産業医科大学病院 北九州市八幡西区医生ヶ丘1-1 血液内科

八幡西 森本 浩章 産業医科大学病院 北九州市八幡西区医生ヶ丘1-1 血液内科

八幡西 東 丈裕 産業医科大学病院 北九州市八幡西区医生ヶ丘1-1 血液内科

八幡西 田中 綾 産業医科大学病院 北九州市八幡西区医生ヶ丘1-1 血液内科

八幡西 阿部 慎太郎 産業医科大学病院 北九州市八幡西区医生ヶ丘1-1 消化管内科･肝胆膵内科

八幡西 鈴木 克典 産業医科大学病院 北九州市八幡西区医生ヶ丘1-1 膠原病ﾘｳﾏﾁ内科･内分泌代謝糖尿病内科

八幡西 北村 典章 産業医科大学病院 北九州市八幡西区医生ヶ丘1-1 血液内科

八幡西 中村 早人 産業医科大学病院 北九州市八幡西区医生ヶ丘1-1 消化管内科･肝胆膵内科

八幡西 浦野 元 産業医科大学病院 北九州市八幡西区医生ヶ丘1-1 小児科

八幡西 岡本　純之助 医療法人　岡本眼科医院 北九州市八幡西区三ヶ森4-11-10 眼科

八幡西 米田　哲 産業医科大学病院 北九州市八幡西区医生ケ丘1-1 小児科

八幡西 横田　千恵 独立行政法人地域医療機能推進機構　九州病院 北九州市八幡西区岸の浦1-8-1 小児科

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

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

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

八幡西 森下　高弘 産業医科大学病院 北九州市八幡西区医生ヶ丘1-1 小児科

八幡西 吉岡　はるな 独立行政法人　地域医療機能推進機構　九州病院 北九州市八幡西区岸の浦1-8-1 皮膚科

八幡西 保科　隆之 産業医科大学病院 北九州市八幡西区医生ヶ丘1-1 小児科

八幡西 本間　雄一 産業医科大学病院 北九州市八幡西区医生ヶ丘1-1 消化管内科、肝胆膵内科

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

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

八幡西 鈴木　秀明 産業医科大学病院 北九州市八幡西区医生ヶ丘1-1 耳鼻咽喉科、頭頸部外科

八幡西 富﨑　一向 産業医科大学病院 北九州市八幡西区医生ヶ丘1-1 泌尿器科

八幡西 藤本　直浩 産業医科大学病院 北九州市八幡西区医生ヶ丘1-1 泌尿器科

八幡西 望月　祐一 望月胃腸クリニック 北九州市八幡西区東曲里町7-28 内科、胃腸科、消化器科、呼吸器科、放射線科

八幡西 横山　庫一郎 医療法人しょうわ会　正和中央病院 北九州市八幡西区八枝3-13-1 整形外科

八幡西 浦上　泰英 医療法人しょうわ会　正和中央病院 北九州市八幡西区八枝3-13-1 整形外科

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

八幡西 合屋　綾子 医療法人　合屋医院 北九州市八幡西区鷹の巣2-5-3 内科、小児科

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

八幡西 中野　良昭 産業医科大学病院 北九州市八幡西区医生ヶ丘1-1 脳神経外科

八幡西 樋口　尚子 産業医科大学病院 北九州市八幡西区医生ヶ丘1-1 小児科

八幡西 牧野　健一郎 医療法人財団　はまゆう会　新王子病院 北九州市八幡西区鉄王2-20-1 リハビリテーション科

八幡西 名和田　彩 産業医科大学病院 北九州市八幡西区医生ヶ丘1-1 膠原病ﾘｳﾏﾁ内科･内分泌代謝糖尿病内科
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八幡西 荒木　俊介 産業医科大学病院 北九州市八幡西区医生ヶ丘1-1 小児科

八幡西 宮川　恒一郎 産業医科大学病院 北九州市八幡西区医生ヶ丘1-1 消化管内科、肝胆膵内科

八幡西 草永　真志 産業医科大学病院 北九州市八幡西区医生ヶ丘1-1 消化管内科、肝胆膵内科

八幡西 清水　大輔 産業医科大学病院 北九州市八幡西区医生ヶ丘1-1 小児科

八幡西 岡田　悦子 産業医科大学病院 北九州市八幡西区医生ヶ丘1-1 皮膚科

八幡西 大淵　豊明 新生会病院 北九州市八幡西区下上津役1－5－1 アレルギー科、耳鼻咽喉科

八幡西 福田　智文 産業医科大学病院 北九州市八幡西区医生ヶ丘1-1 小児科

八幡西 守田　弘美 産業医科大学病院 北九州市八幡西区医生ヶ丘1-1 小児科

八幡西 德永　滋彦 独立行政法人地域医療機能推進機構　九州病院 北九州市八幡西区岸の浦1-8-１ 心臓血管外科

八幡西 桑村　真美 産業医科大学病院 北九州市八幡西区医生ヶ丘1-1 小児科

八幡西 杉谷　雄一郎 独立行政法人地域医療機能推進機構　九州病院 北九州市八幡西区岸の浦1-8-１ 小児科

八幡西 河野　健太郎 独立行政法人地域医療機能推進機構　九州病院 北九州市八幡西区岸の浦1-8-１ 内科

八幡西 足立　弘明 産業医科大学病院 北九州市八幡西区医生ヶ丘1-1 神経内科

八幡西 橋本　智代 産業医科大学病院 北九州市八幡西区医生ヶ丘1-1 神経内科

八幡西 豊田　知子 産業医科大学病院 北九州市八幡西区医生ヶ丘1-1 神経内科

八幡西 澤田　雄宇 産業医科大学病院 北九州市八幡西区医生ケ丘1-1 皮膚科

八幡西 田中　幸一 独立行政法人　地域医療機能推進機構　九州病院 北九州市八幡西区岸の浦1-8-1 小児科

八幡西 山本　佳世 産業医科大学病院 北九州市八幡西区医生ヶ丘1-1 皮膚科

八幡西 齋藤　玲子 産業医科大学病院 北九州市八幡西区医生ヶ丘1-1 小児科

八幡西 後藤　元秀 産業医科大学病院 北九州市八幡西区医生ヶ丘1-1 小児科

八幡西 大江　晋司 産業医科大学病院 北九州市八幡西区医生ヶ丘1-1 消化管内科、肝胆膵内科

八幡西 永田　豊 独立行政法人地域医療機能推進機構　九州病院 北九州市八幡西区岸の浦1-8-1 内科

八幡西 伊藤　琢磨 産業医科大学病院 北九州市八幡西区医生ヶ丘1-1 小児科

八幡西 河野　精一郎 浅川学園台在宅クリニック 北九州市八幡西区浅川学園台2-14-11 内科、神経内科、脳神経外科

八幡西 佐々木　奈津子 産業医科大学病院 北九州市八幡西区医生ヶ丘1-1 皮膚科

八幡西 武市　幸奈 独立行政法人地域医療機能推進機構九州病院 北九州市八幡西区岸の浦1-8-1 内分泌代謝内科

八幡西 齋藤　健 産業医科大学病院 北九州市八幡西区医生ヶ丘1-1 脳神経外科

八幡西 鈴木　恒平 産業医科大学病院 北九州市八幡西区医生ヶ丘1-1 脳神経外科

八幡西 宮本　哲 産業医科大学病院 北九州市八幡西区医生ヶ丘1-1 腎センター

八幡西 奈須　康子 北九州市立総合療育センター西部分所 北九州市八幡西区若葉1-8-1 小児科

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

八幡西 江角　元史郎 産業医科大学病院 北九州市八幡西区医生ケ丘1-1 小児外科

八幡西 水城　和義 産業医科大学病院 北九州市八幡西区医生ケ丘1-1 小児科

八幡西 島本　太郎 産業医科大学病院 北九州市八幡西区医生ケ丘1-1 小児科

八幡西 橋元　悟 独立行政法人　地域医療機能推進機構　九州病院 北九州市八幡西区岸の浦1-8-1 内科

八幡西 久米井　伸介 産業医科大学病院 北九州市八幡西区医生ケ丘1-1 消化管内科、肝胆膵内科

八幡西 多久　佳祐 産業医科大学病院 北九州市八幡西区医生ケ丘1-1 小児科

八幡西 田中　健太郎 産業医科大学病院 北九州市八幡西区医生ケ丘1-1 小児科

八幡西 東島　克佳 産業医科大学病院 北九州市八幡西区医生ケ丘1-1 泌尿器科

八幡西 中島　健太郎 産業医科大学病院 北九州市八幡西区医生ケ丘1-1 小児科

八幡西 生田　弘文 産業医科大学病院 北九州市八幡西区医生ケ丘1-1 泌尿器科

八幡西 浅井　完 産業医科大学病院 北九州市八幡西区医生ケ丘1-1 小児科

八幡西 白山　理恵 産業医科大学病院 北九州市八幡西区医生ケ丘1-1 小児科

八幡西 宮地　裕士 産業医科大学病院 北九州市八幡西区医生ケ丘1-1 脳神経外科
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八幡西 中村　寛 医療法人　こがねまるクリニック 北九州市八幡西区大字野面1893 内科、糖尿病内科

八幡西 大河原　紗代子 産業医科大学病院 北九州市八幡西区医生ケ丘1-1 血液内科

八幡西 原田　みりい 産業医科大学病院 北九州市八幡西区医生ケ丘1-1 泌尿器科

八幡西 城嶋　和真 産業医科大学病院 北九州市八幡西区医生ケ丘1-1 泌尿器科

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

八幡西 曽我　理香 産業医科大学病院 北九州市八幡西区医生ケ丘1-1 内分泌糖尿内科、膠原病リウマチ内科

八幡西 髙松　聖史郎 産業医科大学病院 北九州市八幡西区医生ケ丘1-1 脳神経外科

八幡西 赤尾　健一 産業医科大学病院 北九州市八幡西区医生ケ丘1-1 血液内科

八幡西 櫻木　友美子 産業医科大学病院 北九州市八幡西区医生ケ丘1-1 皮膚科

八幡西 長坂　昌平 産業医科大学病院 北九州市八幡西区医生ケ丘1-1 脳神経外科

八幡西 森園　茂明 医療法人愛明会　もりぞの内科 北九州市八幡西区上上津役2-14-17 糖尿病・代謝内科他

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

八幡西 宮﨑　佑介 産業医科大学病院 北九州市八幡西区医生ヶ丘1-1 膠原病ﾘｳﾏﾁ内科･内分泌代謝糖尿病内科

八幡西 是此田　紘子 産業医科大学病院 北九州市八幡西区医生ヶ丘1-1 膠原病リウマチ内科、内分泌代謝糖尿病内科

八幡西 芳野　三和 独立行政法人地域医療機能推進機構　九州病院 北九州市八幡西区岸の浦1-8-1 小児科

八幡西 久保 智史 産業医科大学病院 北九州市八幡西区医生ケ丘1-1 膠原病リウマチ内科、内分泌代謝糖尿病内科

八幡西 坂本　卓郎 産業医科大学病院 北九州市八幡西区医生ケ丘1-1 泌尿器科

八幡西 日高　太陽 産業医科大学病院 北九州市八幡西区医生ケ丘1-1 皮膚科

戸畑 三宅　育代 社会医療法人共愛会　戸畑共立病院 北九州市戸畑区沢見2-5-1 内科

戸畑 齋藤 和義 医療法人医和基会　戸畑総合病院 北九州市戸畑区福柳木1-3-33 膠原病ﾘｳﾏﾁ科、内分泌代謝糖尿病内科

戸畑 松岡 英彦 医療法人　医和基会　戸畑総合病院 北九州市戸畑区福柳木1-3-33 消化管内科･肝胆膵内科

戸畑 名和田 雅夫 医療法人　医和基会　戸畑総合病院 北九州市戸畑区福柳木1-3-33 ﾘｳﾏﾁ科･内科

戸畑 有馬　透 社会医療法人共愛会　戸畑共立病院 北九州市戸畑区沢見2-5-1 小児外科

戸畑 江島　多奉 医療法人有愛会　一枝クリニック 北九州市戸畑区一枝2-3-26 小児科

戸畑 梶原　康巨 医療法人医和基会　戸畑総合病院 北九州市戸畑区福柳木1-3-33 小児科

戸畑 川越　倫子 医療法人医和基会　戸畑総合病院 北九州市戸畑区福柳木1-3-33 小児科

戸畑 加藤　智子 畠中内科クリニック 北九州市戸畑区浅生3-16-19 内分泌内科、代謝内科、糖尿病内科

戸畑 大原　延年 医療法人　大原小児科医院 北九州市戸畑区千防1-11-20 小児科

戸畑 武末　佳子 戸畑総合病院 北九州市戸畑区福柳木1-3-33 眼科

戸畑 大原　武代 医療法人　大原小児科医院 北九州市戸畑区千防1-11-20 小児科


