
医療機関名 電話番号

小田内科消化器科医院 八幡西区 引野1-2-30 641-0808

引野口循環器クリニック 八幡西区 引野1-3-8 621-0221

権頭クリニック 八幡西区 永犬丸2-10-10 692-5557

片山内科医院 八幡西区 永犬丸3-2-3 603-1301

佐藤内科胃腸科クリニック 八幡西区 永犬丸南町1-1-3 612-5223

山脇内科クリニック 八幡西区 永犬丸南町1-11-13 611-0002

東筑病院 八幡西区 八枝1-7-20 603-0111

かわのクリニック 八幡西区 八枝3-11-7 692-0088

永犬丸むらかみ内科クリニック 八幡西区 八枝3-12-3 692-0085

正和中央病院 八幡西区 八枝3-13-1 602-1151

廣畑内科クリニック 八幡西区 北筑2-19-15 693-1511

今井医院 八幡西区 沖田2-17-1 613-3555

くろさきファミリークリニック 八幡西区 幸神2-1-26 632-8637

有吉サテライトクリニック 八幡西区 菅原町2-13 616-0888

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

正和なみき病院 八幡西区 東王子町13-1 644-0756

新王子病院 八幡西区 鉄王2-20-1 641-1239

はた医院 八幡西区 穴生4-9-9 642-0353

桜が丘クリニック 八幡西区 青山1-1-61 631-1616

青山中央外科病院 八幡西区 青山1-7-2 642-0070

泌尿器科・皮膚科上野医院 八幡西区 相生町6-19 621-1082

河村内科医院 八幡西区 相生町6-31 631-3033

田中内科医院 八幡西区 相生町10-7 631-3122

おのKクリニック 八幡西区　 鷹の巣1-6-17 644-0929

さとうレディスクリニック 八幡西区 鷹の巣1-11-5 631-3543

合屋医院 八幡西区 鷹の巣2-5-3 644-5008

山本内科クリニック 八幡西区 鷹の巣2-7-27 383-6736

ひろた消化器科・内科クリニック 八幡西区 竹末2-1-28 645-1211

ふじもと内科クリニック 八幡西区 鉄竜1-3-3 644-1788

萩原中央病院 八幡西区 萩原1-10-1 631-7511

西村医院 八幡西区 楠橋上方2-1-10 617-0298

酒本医院 八幡西区 下畑町6-20 617-1036

佐々木病院 八幡西区 吉祥寺町9-36 617-0770

吉川医院 八幡西区 香月西3-3-11 617-0317

香月中央病院 八幡西区 香月中央1-14-18 617-0173

末廣医院 八幡西区 香月中央3-2-15 617-1212

白井内科医院 八幡西区 香月中央4-16-7 618-8814

井上内科医院 八幡西区 星ヶ丘6-1-108 618-3353

千代クリニック 八幡西区 千代1-7-3 614-5558
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はしぐち整形外科医院 八幡西区 千代3-1-7 613-1221

こがねまるクリニック 八幡西区 大字野面1893 619-1877

田代医院 八幡西区 楠橋下方2-1-1 617-0032

藤川内科医院 八幡西区 楠橋下方2-7-15 618-8484

石橋医院 八幡西区 馬場山緑1-6 618-5123

吉祥寺クリニック 八幡西区 椋枝2-10-15 618-9255

木屋瀬クリニック 八幡西区 木屋瀬1-14-14 618-6092

榊原クリニック 八幡西区 木屋瀬1-24-16 618-5500

数住医院 八幡西区 木屋瀬3-16-15 617-1034

西田医院 八幡西区 木屋瀬東1-8-1 617-1148

つのだ内科循環器科クリニック 八幡西区 木屋瀬東1-10-18 618-6662

福田医院 八幡西区 小嶺台1-9-1 612-3981

尾畑外科胃腸科医院 八幡西区 岡田町1-44 631-3746

井上産婦人科クリニック 八幡西区 黒崎1-3-4 621-5608

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

山口内科医院 八幡西区 黒崎2-10-18-2F 621-5987

中島クリニック 八幡西区 黒崎3-1-3-2F 644-7333

佐藤由美子婦人科クリニック 八幡西区 黒崎3-4-5 631-0555

浜田病院 八幡西区 黒崎3-8-7 621-0198

高嶋クリニック 八幡西区 黒崎5-5-24 631-2340

神原クリニック 八幡西区 西神原町9-19 642-8088

望月胃腸クリニック 八幡西区 東曲里町7-28 632-1350

阿南内科医院 八幡西区 東神原町1-4 631-0050

村上医院 八幡西区 八千代町12-9 642-1230

新生会病院 八幡西区 下上津役1-5-1 612-3100

末次医院 八幡西区 下上津役4-22-27 613-7755

久原内科医院 八幡西区 割子川2-10-18 631-2579

福留外科胃腸肛門科医院 八幡西区 上の原3-5-11 613-6700

上の原クリニック 八幡西区 上の原3-28-11 612-0002

福地内科循環器科医院 八幡西区 上の原4-19-11 613-5852

もりぞの内科 八幡西区 上上津役2-14-17 611-5335

大平メディカルケア病院 八幡西区 大平3-14-7 614-2101

重森医院 八幡西区 町上津役西4-1-5 611-0201

健和会町上津役診療所 八幡西区 町上津役東1-7-38 611-2811

平田クリニック 八幡西区 町上津役東2-19-5 612-3232

時山内科クリニック 八幡西区 紅梅1-7-22 622-3011

千寿クリニック 八幡西区 紅梅3-1-5 644-2332

みやけクリニック 八幡西区 陣山2-10-20 681-3233

鍵山医院 八幡西区 光明1-8-8 691-2741
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二宮内科循環器科クリニック 八幡西区 光明2-4-13 693-2038

みさご内科クリニック 八幡西区 陣原3-23-9 645-6100

是此田内科医院 八幡西区 陣原4-9-16 691-0416

古村クリニック 八幡西区 折尾1-1-8 691-0711

櫻井医院 八幡西区 折尾4-2-10 691-0528

奥内科クリニック 八幡西区 折尾4-8-10-103 482-5809

後藤外科胃腸科医院 八幡西区 浅川2-15-20 692-5100

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

前川整形外科医院 八幡西区 浅川学園台3-10-8 693-1112

いわさき小児科内科医院 八幡西区 浅川学園台4-1-7 692-1007

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

白土医院 八幡西区 東筑1-6-23 691-0660

重村医院 八幡西区 藤原2-17-10 601-0630

よしの胃腸内科クリニック 八幡西区 楠木2-17-11 601-5003

まつもと内科クリニック 八幡西区 日吉台1-25-29 693-2120

本城外科整形外科医院 八幡西区 友田2-4-1 602-5840

村上内科クリニック 八幡西区 友田2-4-22 691-6900

しおた内科・外科 八幡西区 則松1-6-1 616-1313

綾部医院 八幡西区 則松4-16-11 691-4603

あきた産科婦人科クリニック 八幡西区 則松7-21-1 601-2121

大塚産婦人科クリニック 八幡西区 千代ヶ崎2-2-12 603-8811

二階堂内科呼吸器科クリニック 八幡西区 千代ヶ崎3-1-12 693-0099

阿部外科胃腸科医院 八幡西区 千代ヶ崎3-13-24 602-1220

中野胃腸クリニック 八幡西区 大浦1-1-35 230-0230

野田消化器科内科クリニック 八幡西区 大浦1-6-20 691-3300

中本ゆき内科クリニック 八幡西区 大浦1-12-25 692-5105

ファミリーヘルスクリニック北九州 八幡西区 本城1‐22‐6 647-0970

ながい内科・循環器内科クリニック 八幡西区 本城東1-10-13 693-5136

ごしまクリニック 八幡西区 本城東1-14-14 693-1610

医生ヶ丘クリニック 八幡西区 力丸町11-22 601-5555

西田啓子内科・糖尿病内科クリニック 八幡西区 光貞台1-3-26 692-0606

おくながクリニック 八幡西区 山寺町2-10 621-0850

さかいメディカルクリニック 八幡西区 山寺町11-8 644-7500


