
病院名 郵便番号 住所 電話番号 HPの有無
医療法人永眞会　青葉台病院 808-0142 北九州市若松区青葉台東1-1-1 093-742-1666 ○
医療法人羅寿久会 浅木病院 811-4312 遠賀郡遠賀町浅木2-30-1 093-293-7211 ○
あさひ松本病院 800-0242 北九州市小倉南区津田5-1-5 093-474-3358 ○
エンゼル病院 807-0828 北九州市八幡西区友田1丁目11-1 093-601-3511 ○
大手町リハビリテーション病院 803-0271 北九州市小倉北区大手町14番18号 093-592-1166 ○
医療法人起生会　大原病院 824-0008 行橋市宮市町2-5 0930-23-2345 ×
医療法人明愛会　大平メディカルケア病院 807-0083 北九州市八幡西区大平3-14-7 093-614-2101 ○
社会医療法人陽明会　小波瀬病院 800-0344 京都郡苅田町新津1598 0930-24-5211 ○
遠賀中間医師会　おかがき病院 811-4204 遠賀郡岡垣町大字手野145 093-282-0181 ○
遠賀中間医師会　おんが病院 811-4342 遠賀郡遠賀町大字尾崎1725-2 093-281-2810 ○
医療法人社団　養寿園　春日病院 801-0823 北九州市門司区春日町22番19号 093-341-1416 ○
（医）香林会　香月中央病院 807-1102 北九州市八幡西区香月中央１丁目14-18 093-617-0173 ×
社会医療法人　陽明会　かつやま診療所 824-0811 京都郡みやこ町勝山箕田317番地 0930-32-2311 ×
財）西日本産業衛生会　北九州健診診療所　PET画像診断部 803-0812 北九州市小倉北区室町３－１－２ 093-591-2503 ○
北九州市立医療センター 802-0077 北九州市小倉北区馬借2丁目1-1 093-541-1831 ○
北九州市立総合療育センター 802-0803 北九州市小倉南区春ヶ丘10-2 093-922-5596 ○
北九州市立八幡病院 805-8534 北九州市八幡東区西本町4丁目18番1号 093-662-6565 ○
北九州市立門司病院 800-0021 北九州市門司区南本町３番１号 093-381-3581 ○
特定医療法人北九州病院　北九州安部山公園病院 800-0257 北九州市小倉南区大字湯川１３９−２１　　　　 093-475-6262 ○
特定医療法人北九州病院　　北九州小倉病院 802-0022 北九州市小倉北区上富野3丁目19-1 093-511-7381 ○
特定医療法人北九州病院　北九州総合病院 800-0295 北九州市小倉南区湯川5-10-10 093-921-0560 ○
特定医療法人北九州病院　北九州中央病院 802-0084 北九州市小倉北区香春口1-13-1 093-931-1085 ○
特定医療法人北九州病院　北九州八幡東病院 805-0061 北九州市八幡東区西本町２丁目1-17 093-661-5915 ○
特定医療法人北九州病院　北九州湯川病院 800-0251 北九州市小倉南区葛原2丁目1-10 093-473-8231 ○
独立行政法人地域医療機能推進機構　九州病院 806-8501 北九州市八幡西区岸の浦1丁目8番1号 093-641-5111 ○
独立行政法人労働者健康福祉機構　九州労災病院 800-0296 北九州市小倉南区曽根北町1-1 093-471-1121 ○
医療法人健愛会　健愛記念病院 811-4313 遠賀郡遠賀町大字木守1191番地 093-293-7090 ○
健和会　大手町病院 803-8543 北九州市小倉北区大手町15-1 093-592-5511 ○
一般財団法人平成紫川会　小倉記念病院 802-8555 北九州市小倉北区浅野3丁目2番1号 093-511-2000 ○
小倉セントラル病院 800-0241 北九州市小倉南区長野本町4-6-1 093-473-0246 ○
医療法人真鶴会　小倉第一病院 803-0844 北九州市小倉北区真鶴2-5-12 093-582-7730 ○
医療法人共和会　小倉リハビリテーション病院 803-0861 北九州市小倉北区篠崎1丁目5-1 093-581-0668 ○
独立行政法人国立病院機構　小倉医療センター 802-8533 北九州市小倉南区春ヶ丘１０－１ 093-921-8881 ○
社会医療法人陽明会　御所病院 800-0344 京都郡苅田町新津1400番地 0930-26-4311 ×
医療法人義翔会　小嶺江藤病院 807-0081 北九州市八幡西区小嶺3-19-1 093-611-0456 ○
福岡県済生会　八幡総合病院 805-0050 北九州市八幡東区春の町五丁目9番２７号 093-662-5211 ○
産業医科大学病院 807-8556 北九州市八幡西区医生ヶ丘1-1 093-603-1611 ○
産業医科大学若松病院 808-0024 北九州市若松区浜町1-17-1 093-761-0090 ○
九州旅客鉄道株式会社　ＪＲ九州病院 800-0031 北九州市門司区高田２丁目１−１ 093-381-5661 ○
医療法人しょうわ会　正和中央病院 807-0856 北九州市八幡西区八枝三丁目13番1号 093-602-1151 ○
医療法人しょうわ会　正和なみき病院 806-0037 北九州市八幡西区東王子町13-1 093-644-0756 ○
社会福祉法人小倉新栄会 新栄会病院 803-0856 北九州市小倉北区弁天町12-11 093-571-0086 ○
医療法人財団はまゆう会　新王子病院 806-0057 北九州市八幡西区鉄王2丁目20番1号 093-641-1239 ○
国家公務員共済組合連合会　新小倉病院 803-8505 北九州市小倉北区金田1丁目３−１ 093-571-1031 ○
社会医療法人財団池友会　新小文字病院 800-0057 北九州市門司区大里新町2-5 093-391-1001 ○
（医）敬愛会　新田原聖母病院 824-0025 行橋市東徳永382 0930-23-1006 ○
医療法人秋桜会　新中間病院 809-0018 中間市通谷1丁目36番1号 093-245-5501 ○
医療法人豊司会　新門司病院 800-0102 北九州市門司区大字猿喰６１５ 093ｰ481ｰ1368 ○
社会医療法人財団池友会　新行橋病院 824-0026 行橋市道場寺1411 0930-24-8899 ○
進和興産㈱　薬品部 803-0812 北九州市小倉北区室町3-1-2 093-581-9983 ×
医療法人　住田病院 808-0122 北九州市若松区大字蜑住1435 093-741-1301 ○
社会医療法人　製鉄記念八幡病院 805-8508 北九州市八幡東区春の町1-1-1 093-672-3176 ○
町立芦屋中央病院 807-0101 遠賀郡芦屋町幸町8-30 093-222-2931 ○
医療法人 成晴会　堤病院 811-4224 遠賀郡岡垣町鍋田2-1-1 093-282-1234 ○
医療法人成康会　堤小倉病院 802-0835 北九州市小倉南区堀越358 093-962-1950 ○
医療法人敬天会　東和病院 802-0971 北九州市小倉南区守恒本町1丁目3-1 093-962-1008 ○
社会医療法人共愛会　戸畑共立病院 804-0093 北九州市戸畑区沢見2丁目5番1号 093-871-5421 ○
公益財団法人 健和会　戸畑けんわ病院 804-0082 北九州市戸畑区新池１丁目５番５号 093-881-8181 ○
社会医療法人共愛会　戸畑リハビリテーション病院 804-0092 北九州市戸畑区小芝２丁目4-31 093-861-1500 ○
医療法人社団　鳥巣病院 800-0114 北九州市門司区吉志5丁目5-10 093-481-1831 ○
中間市立病院 809-0014 中間市蓮花寺3-1-7 093-245-0981 ○
医療法人ふらて会　西野病院 805-0033 北九州市八幡東区山路松尾町13-27 093-653-2122 ○
医療法人慈恵会　沼本町病院 800-0208 北九州市小倉南区沼本町1丁目９−３９ 093-475-5001 ○
医療法人社団誠心会　萩原中央病院 806-0059 北九州市八幡西区萩原1-10-1 093-631-7511 ○
医療法人日明会　日明病院 803-0831 北九州市小倉北区日明3-3-32 093-581-0012 ○
社会福祉法人絆の会　ひなた家 807-1144 北九州市八幡西区真名子2-2-12 093-618-7566 ○
医療法人杏和会　平尾台病院 803-0184 北九州市小倉南区大字木下555番地 093-451-0303 ○
社会医療法人財団池友会　福岡新水巻病院 807-0051 遠賀郡水巻町立屋敷1丁目2-1 093-203-2220 ○
独立行政法人地域医療機能推進機構　福岡ゆたか中央病院 822-0001 直方市感田523-5 0949-26-2311 ○
医療法人社団響会　前田病院 802-0062 北九州市小倉北区片野新町一丁目1-23 093-921-3968 ×
医療法人医和基会　牧山中央病院 804-0066 北九州市戸畑区初音13番13号 093-871-2760 ○
医療法人社団天翠会　松井病院 802-0071 北九州市小倉北区黄金二丁目9-14 093-941-4550 ○
医療法人　三浦医院 805-0067 北九州市八幡東区祇園2-11-10 093-681-7363 ○
医療法人清陵会　南ヶ丘病院 803-0862 北九州市小倉北区今町３−１３−１ 093-571-6081 ○
財団法人小倉地区医療協会 三萩野病院 803-0065 北九州市小倉北区三萩野１丁目12-18 093-931-7931 ○
医療法人博愛会　京都病院 824-0811 京都郡みやこ町勝山箕田298 0930-32-2711 ○
門司掖済会病院 801-0833 北九州市門司区清滝１−３−１ 093-321-0984 ○
独立行政法人労働者健康福祉機構 九州労災病院　門司メディカルセンター　 801-8502 北九州市門司区東港町3-1 093-331-3461 ○
医療法人翠会　八幡厚生病院 807-0846 北九州市八幡西区里中3丁目12-12 093-691-3344 ○
医療法人慈恵睦会　八幡慈恵病院 807-1261 北九州市八幡西区木屋瀬1-12-23 093-618-2100 ○
（医）森和会　行橋中央病院 824-0031 行橋市西宮市5-5-42 0930-26-7111 ○
医療法人社団翠会　行橋記念病院 824-0033 行橋市北泉3-11-1 0930-25-2000 ○
医療法人財団つばさ　行橋厚生病院 824-0041 行橋市大字大野井640 0930-23-1230 ○
医療法人　寿芳会　芳野病院 808-0034 北九州市若松区本町2-15-6 093-751-2606 ○


