
 妊産婦・乳児（ 才未満）
歯科健診・指導相談

協力医院

一般社団法人  粕屋歯科医師会

（令和2年11月改定）

月～金　9：00～17：30
土・日・祝日休み

TEL：712-1764  FAX：741-9977

志免町

№ 歯科医院名 電話番号

1 井上歯科医院 志免町 志免東3-9-19 ９３６－３６３０

2 梶谷歯科医院 志免町 別府1-9-8 ９３５－７８７４

3 金子歯科医院 志免町 東公園台1-5-27 ９３５－０５３１

4 きど歯科医院 志免町 志免1665-3 ９３５－３６１８

5 桜ヶ丘歯科クリニック 志免町 桜丘1-6-6 ９５７－８３０３

6 しらしげ歯科医院 志免町 志免3-1-8 ９３６－００６８

7 住吉歯科医院 志免町 南里2-15-11 ９３６－２８７７

8 はかたの森歯科こども歯科 志免町 南里2-1-18 ９８２－７１００

9 はせがわ歯科医院 志免町 別府北2-2-2　ｱﾈｼｽ空港東 ６１１－８５００

10 原歯科クリニック 志免町 志免中央4-12-5 ９３６－６８００

11 はる歯科クリニック 志免町 志免中央3-3-1 ９５７－７３００

12 増田崇信歯科クリニック 志免町 田富4-2-1 ９３６－６６０１

13 南里歯科医院 志免町 南里4-11-18 ９３６－１１１１

14 ﾕﾆﾊﾞ通りむらせ歯科ｸﾘﾆｯｸ 志免町 別府西3-13-7 ９３６－６６６１

宇美町

№ 歯科医院名 電話番号

1 うえだ歯科クリニック 宇美町 ゆりが丘1-4-6 ９３３－６４８０

2 梶原歯科医院 宇美町 桜原2-8-9 ９３３－５９２２

3 しげみ歯科医院 宇美町 宇美中央1-12-20 ９３３－４１１１

4 しのざき歯科クリニック 宇美町 宇美6-1-6 ４１０－５９０３

5 こはら歯科医院 宇美町 貴船1-14-20 ９３４－０７０７

6 たかはし歯科クリニック 宇美町 宇美5-9-5 ９３２－０２１８

7 たかはしけいじ歯科医院 宇美町 四王寺坂1-29-10 ９３２－５６４８

8 ながえ歯科医院 宇美町 ひばりが丘2-3-19 ９３２－８０００

9 波多江歯科医院 宇美町 貴船1-4-18 ９３３－３８５０

10 服部歯科医院 宇美町 宇美東2-12-1 ９３３－３１３６

11 福井歯科医院 宇美町 宇美4-1-1 ９３２－０２３４

12 むらやま歯科医院 宇美町 宇美4-8-1 ９３３－３２５６

住　所

住　所

志免町

宇美町



古賀市

№ 歯科医院名 電話番号

1 いのうえ歯科医院 古賀市 天神5－1－1　2F ９４２－７４５５

2 上田歯科医院 古賀市 谷山1048-7 ９４４－２２３３

3 うりゅう歯科医院 古賀市 中央5-1-7 ９４１－６４８０

4 おおかわち歯科医院 古賀市 花鶴丘2-1 12棟前 ９４３－６８２７

5 小田歯科医院 古賀市 中央5-8-1 ９４３－３８９７

6 加藤歯科医院 古賀市 天神1-8-10 ９４２－２４０１

7 かねがえ歯科クリニック 古賀市 舞の里3-4-6　ﾄﾗｲｽﾞﾋﾞﾙⅡ2F ９４３－６１００

8 きららデンタルクリニック 古賀市 舞の里3-15-20 ９４２－０８９８

9 くぼやまひろこ小児歯科医院 古賀市 花見東5-17-5 ９４０－２１１１

10 小浜歯科医院 古賀市 中央1-2-15 ９４４－０８８８

11 すえざき歯科クリニック 古賀市 天神1－19－8 ９４２－７７０１

12 たかはら歯科医院 古賀市 花鶴丘1-8-7 ９４３－０３９３

13 たけした歯科医院 古賀市 舞の里4-13-15 ９４３－１１５１

14 津田歯科医院 古賀市 天神1-9-15 ９４２－２０２４

15 のぞえ歯科クリニック 古賀市 美明1-12-21 ４０５－６７４８

16 華歯科 古賀市 花見東1-10-15 ９４２ー００２６

17 はやし歯科クリニック 古賀市 日吉３-21-40　ｼﾞｪｲﾌｫﾚｽﾄﾌﾟﾗｻﾞ101 ４１０－３１５８

18 福岡歯科医院 古賀市 青柳町1124 ９４２－５１８１

19 ふじつ歯科医院 古賀市 米多比字原田1521-6 ４０５－８０００

20 まさよし歯科医院 古賀市 新久保1-1-32 ９４３－６４６４

21 もりた歯科・口腔外科医院 古賀市 中央3-11-12 ９４０－７１０８

22 吉川歯科医院 古賀市 花見南2-23-1 ９４２－３６８８

23 わたり歯科クリニック 古賀市 舞の里2-11-20 ９８５－２０４７

新宮町

№ 歯科医院名 電話番号

1 青山歯科クリニック 新宮町 緑ヶ浜1-4-1 ９６２－６４８０

2 折田歯科医院 新宮町 下府3-3-36 ９６３－５６８８

3 梶原歯科医院 新宮町 原上1579-3 ９６３－３７３７

4 くすのき歯科医院 新宮町 夜臼4-3-14 ９６３－３３５５

5 さくら歯科 新宮町 下府1-2-1 ９６３－０７６５

6 さん歯科こども歯科クリニック 新宮町 三代西2-15-10 ４１０－５８１７

7 しげおか歯科医院 新宮町 新宮東5-7-32 ９６３－４２２２

8 新宮おかべ歯科 新宮町 緑ヶ浜4-10-5 ｱｰﾊﾞﾝﾓｰﾙ新宮中央 ９６３－０１００

9 新宮おがわ歯科おとな・こども歯科 新宮町 三代西1-1-7 ９６３－５４１８

10 新宮中央歯科クリニック 新宮町 中央駅前2-1-1 ９４０－５６５６

11 TOMOデンタルクリニック 新宮町 中央駅前1-5-1 ４１０－５０８８

12 まつしま歯科医院 新宮町 桜山手1-2-1 ９６２－５２１８

13 杜の宮かなだ歯科医院 新宮町 杜の宮4-5-11 ４１０－１４５５

14 安河内歯科医院 新宮町 下府5-11-3 ９６２－０５４０

住　所

住　所

久山町

№ 歯科医院名 電話番号

1 フジトデンタルクリニック 久山町 大字山田1038 ９７６－１２３４

2 牧歯科医院 久山町 久原2709-52 ９７６－００３０

篠栗町

№ 歯科医院名 電話番号

1 あつし歯科医院 篠栗町 尾仲714-6 ９４７－６４８０

2 うえむら歯科医院 篠栗町 尾仲425-1 ９４７－６９９０

3 蔵本歯科医院 篠栗町 中央4-1-33 ９４７－２４４４

4 田口歯科医院 篠栗町 中央2-1-17 ９４８－１１８２

5 武末歯科医院 篠栗町 中央4-11-18 ９４７－０１５３

6 わたなべ歯科ｸﾘﾆｯｸ 篠栗町 尾仲583-3 ９４７－１８８９

粕屋町

№ 歯科医院名 電話番号

1 大町歯科医院 粕屋町 原町3-4-10 ９３９－４３９７

2 おがたファミリー歯科 粕屋町 仲原2714 ６２７－１１８２

3 高田歯科医院 粕屋町 上大隈字北隈395-5 ９３９－０００８

4 豊原歯科医院 粕屋町 若宮1-11-11 ９３９－１６１１

5 なわた歯科クリニック 粕屋町 長者原西3-7-29 ９５７－１５８１

6 西村歯科医院 粕屋町 甲仲原3-6-1 ９３８－５５８０

7 はすだ歯科医院 粕屋町 長者原西1-7-8 ９３８－８９５８

8 はやし小児歯科医院 粕屋町 長者原東6-15-12 ９３９－４０８０

9 ひじや歯科医院 粕屋町 柚須114-1 ﾌｫﾚｽﾄ柚須駅前１Ｆ ６１２－８１１１

10 福沢歯科医院 粕屋町 長者原東1-10-45 ９３８－２１１３

11 ふたば歯科こども歯科 粕屋町 上大隈671-4 ９３１－７７６６

12 吉木歯科医院 粕屋町 内橋277-1 ９３９－２０６０

須恵町

№ 歯科医院名 電話番号

1 木下歯科医院 須恵町 新原424-4 ９３４－２０２２

2 木村歯科医院 須恵町 上須恵797-2 ９３３－０３３０

3 國廣歯科医院 須恵町 旅石68-224 ９３５－０４１９

4 辻歯科医院 須恵町 植木字式手571-1 ９３５－４６１１

5 つつみ歯科医院 須恵町 須恵769-3 ９３３－５９５２

6 吉川歯科医院 須恵町 須恵377-159 ９３３－０１５８

住　所

住　所
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住　所
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