妊婦歯科健診実施医療機関一覧（令和3年2月1日現在）
1

青山 和彦 青山歯科医院

飯塚市柏の森92番地99

26-2068 34 迫田 雄治 迫田歯科医院

飯塚市潤野57番地7

25-0952

67

原

博英 はら歯科医院

飯塚市伊岐須296番地

22-3517

2

秋元 喜文 秋元歯科クリニック

飯塚市川津707番地1

22-6592 35 佐々木純二 佐々木歯科医院

嘉麻市岩崎1097番地

42-0336

68

東

誠治 ひがし歯科医院

嘉麻市上山田941番地6

53-1730

3

朱本 光博 しもみお歯科医院

飯塚市下三緒10番地10

26-7600 36 佐藤 寿彦 佐藤歯科医院

飯塚市潤野8番地18

22-2306

69

樋口 琢善 ひぐちファミリー歯科

飯塚市幸袋140番地1

22-1281

4

浅田 啓祐 浅田歯科医院

飯塚市南尾603番地5

22-1460 37 佐野 顕治 佐野歯科クリニック

飯塚市中321番地1

25-8041

70

平野 博文 院

嘉麻市鴨生554番地1

42-4658

5

浅原

飯塚市楽市488番地5

25-6480 38 柴田 純一 柴田純歯科診療所

飯塚市宮町1番4号 朝倉ビル

22-1130

71

福田 文兵 ぶん歯科クリニック

飯塚市徳前18-4

43-9636

6

後野 嘉之 あとの歯科医院

嘉麻市牛隈1369番地1

57-4355 39 柴田

飯塚市枝国495番地15

21-2770

72

福丸

7

阿部

飯塚市天道101番地

22-0432 40 清水 貴義 ニック

飯塚市立岩931番地1

26-2786

73

藤井 謙英 ふじい歯科医院

8

有吉 道雄 有吉歯科医院

嘉麻市鴨生17番地21

43-1717 41 白水

彰 しろうず歯科クリニック 飯塚市小正124番地6

25-6117

74

9

安藤

飯塚市柏の森473番地9

21-3339 42 鷹野 雄司 タカノ歯科医院

21-1030

10 石崎 慶太 いしざき歯科医院

嘉麻市岩崎1486番地2

43-1080 43 武田

11 磯部

仁 JIN DENTAL CLINIC

飯塚市弁分162番地1

52-8811 44 田中 敏治 田中歯科医院

12 伊藤

剛 ケアクリニック

飯塚市立岩1049番地11

52-6605 45 田中 直樹 たなか歯科医院

嘉穂郡桂川町大字土師
字西桂原3498の3

誠 浅原歯科

運 阿部歯科医院

徹 安藤歯科医院

新飯塚いとう歯科クリニック

13 猪俣 卓也 猪俣歯科医院

康 アイ歯科医院
新飯塚いとう歯科クリ

ひらの歯科小児歯科医

寛 福丸歯科クリニック 嘉麻市山野325番地1

42-8600

嘉麻市岩崎885番地1

42-0111

飯塚市綱分740番地7

82-3237

75

藤田 雅人 中）
渕上 卓哉 渕上歯科医院

飯塚市片島1丁目2番19号

22-0647

82-5388

76

舟木 和紀 桂川歯科医院

嘉穂郡桂川町土居877番地

65-5400

飯塚市鯰田567番地１

25-3355

77

文野 知滋 ぶんの歯科医院

飯塚市平塚87番地1

72-2235

飯塚市西町1番7号

26-5111

78

松尾 範彦 松尾歯科医院

嘉麻市大隈町1027番地

57-0072

65-4618 46 田中 陽一 田中陽一歯科医院 飯塚市弁分137番地8

28-5480

79

松本

飯塚市菰田西2丁目７番３８号

22-5226

飯塚市枝国464番地27

聡 たけだ歯科（休院中） 飯塚市赤坂488番地1

藤田歯科医院（休院

武 松本歯科医院

14 今井

光 ハート歯科クリニックいまい 飯塚市鯰田2517番地101

23-8102 47 田中 芳浩 田中歯科医院

嘉麻市下山田14番地4

53-3375

80

丸野 裕生 まるの歯科

飯塚市立岩1308‐12

25-2222

15 江頭

博 江頭歯科医院

嘉麻市大隈町488番地

57-3500 48 津川

久 津川歯科医院

飯塚市相田91番地1

25-1193

81

丸林 睦明 丸林歯科医院

飯塚市花瀬172番地8

23-9642

16 太田 常晴 おおた歯科･小児歯科

飯塚市楽市620番地5

26-5170 49 出口

充 でぐち歯科医院

飯塚市大分1584番地1

72-0118

82

美甘 正典 みかも歯科医院

飯塚市有井334番地12

82-4682

17 大塚 倉太 大塚歯科クリニック

嘉穂郡桂川町土師2363の2

65-0074 50 手島

将 てしま歯科クリニック

嘉麻市平1433番地1

42-6623

83

三原 晃輔 三原歯科医院

飯塚市大分1493番地120

72-2151

18 大塚 武文 大塚歯科医院

嘉穂郡桂川町豆田170の3

65-0195 51 時枝 正康 時枝歯科医院

飯塚市立岩1340番地2

25-1215

84

村山

飯塚市赤坂498番地1

82-3717

19 大塚 泰二 大塚歯科医院

嘉麻市口春243番地19

42-1557 52 鳥尾 直弘 とりお歯科クリニック 飯塚市楽市241番地3

23-1184

85

牟田 晃洋 室

飯塚市飯塚18-27

20 大塚 洋一 おおつか歯科医院

飯塚市長尾405番地1

72-0895 53 永末 尚敏 嶺歯科診療所

飯塚市吉原町11番12号

23-0120

86

山口

飯塚市本町13番8号 飯塚ｼｮｯﾋﾟﾝ
ｸﾞ信販ﾋﾞﾙ2Ｆ

24-6070

21 沖

嘉麻市上山田1433番地1

52-0757 54 中原 敏幸 なかはら歯科医院

飯塚市口原334番地7

09496
2-0063

87 山近紳一郎 やまちか歯科医院

飯塚市相田259番地137

28-0300

飯塚市横田33番地3

22-3317 55 中村 重雄 中村しげお歯科医院 飯塚市弁分611番地50

25-7648

88

山本 敬太 山本歯科医院

飯塚市鯰田1381番地1

22-6758

23 川波 義法 川波歯科こども歯科クリニック嘉穂郡桂川町大字土居390の1

65-4010 56 中村 康広 中村歯科医院

飯塚市立岩918番地１

22-0304

89

山本 浩之 山本歯科医院

飯塚市大分1152番地1

72-3630

24 岸田眞太郎 岸田歯科医院

飯塚市西町2番18号

24-4833 57 奈田 正憲 奈田歯科医院

飯塚市柏の森520番地2

24-5300

90

横手 久人 横手歯科診療所

飯塚市鯰田2396番地1

28-9869

25 吉川 和男 吉川歯科医院

飯塚市柏の森146番地8

25-1616 58 西

飯塚市菰田西3丁目3番9号

26-5001

91

渡邊 一弘 渡辺歯科医院

飯塚市平恒186番地1

25-2385

26 倉員 孝昭 倉員歯科医院

飯塚市新飯塚8番12号

22-3921 59 西 孝史朗 西歯科クリニック

飯塚市秋松922番地1

28-4618

27 桑原 優一 くわはら歯科医院

飯塚市目尾377番地

24-4618 60 西川 良二 西川歯科医院

嘉麻市鴨生485番地8

42-5955

28 小島浩一郎 小島歯科医院

嘉麻市上山田1213番地10

52-0235 61 西本 淳一 にしもと歯科医院

飯塚市伊岐須636番地5

29-5005

29 合屋 孝則 合屋歯科医院

飯塚市片島2丁目2番17号

28-1322 62 花野 正純 花野歯科医院

飯塚市伊岐須303番地1

22-8870

30 五嶋 章浩 ひらデンタルクリニック

嘉麻市平845番地

42-2418 63 濵嵜広二朗 はまさき矯正歯科医院

飯塚市吉原町6番1号 あいタウン4階

22-8200

31 後藤 英伸 ごとう歯科医院

嘉麻市下臼井1071番地9

62-5033 64 林

飯塚市口原349番地11

09496
2-8000

32 齊藤 武史 新飯塚歯科医院

飯塚市新飯塚13番27号

22-7273 65 林田 雅弘 はやしだ歯科医院 飯塚市堀池153-2三好ビル101号 22-7422

33 坂口 春日 スマイル歯科医院

飯塚市堀池447番地1

28-2881 66 葉山 揚介 はやま歯科医院

博文 沖歯科医院

22 小野 貴司 さくら歯科

香織 こもだ歯科医院

孝則 ほわいと歯科

飯塚市川津370番地4

26-8148

統 村山歯科医院
飯塚ヒロ歯科口腔外科

章 山口歯科医院

090-73992650

