
久留米市保健所総務医薬課

（令和４年４月１日現在）
   久留米市診療所一覧（歯科）



診療所名 郵便番号 住所 電話番号 開設者 管理者 診療科目 開設年月日

あいかわファミリー歯科 839-0861 久留米市合川町53番地1 48-2488 岩下　拓生 岩下　拓生 歯科、小歯 H20.12.4

青木歯科医院 830-0025 久留米市瀬下町134 32-8764 青木　四郎 青木　四郎 歯科、小歯、矯歯 H21.1.1

赤司達治歯科医院 830-0032 久留米市東町31-7 33-2266 赤司　達治 赤司　達治 歯科 S56.12.14

秋山歯科医院 830-0051 久留米市南2丁目25-2 22-0108 秋山　慎一郎 秋山　慎一郎 歯科、小歯、矯歯 S59.3.8

あらかわ歯科医院 830-0056 久留米市本山1丁目5番18号 22-8855 荒川　純一 荒川　純一 歯科、小歯、矯歯 H10.6.16

石川歯科医院 830-0047 久留米市津福本町61-3 32-4023 石川　利一 石川　利一 歯科 H13.2.5

いしだまきこ小児歯科 830-0032 久留米市東町491-5 46-8800 （医）富喜会 石田　万喜子 歯科、小歯、矯歯、歯外 H19.1.2

いなます歯科クリニック 830-0006 久留米市南薫西町1957-2 38-2722 稲益　宏治 稲益　宏治 歯科、小歯、矯歯、歯外 H26.5.20

井上邦子歯科クリニック 830-0045
久留米市小頭町3-13
サクラビル2Ｆ

34-6800 今川　邦子 今川　邦子 歯科 H16.5.15

井上秀歯科医院 830-0032 久留米市東町490-4 38-5453 井上　留里子 井上　留里子 歯科 H19.3.9

岩崎歯科医院 830-0112 久留米市三潴町玉満2398 64-2154 岩崎　繁 岩崎　繁 歯科 H5.5.1

岩佐歯科医院 839-1233 久留米市田主丸町田主丸455-42 0943-72-3063 岩佐　茂美 岩佐　茂美 歯科、小歯、矯歯 H5.6.1

いわなべ歯科・矯正歯科 830-0061 久留米市津福今町361-35 64-9718 岩鍋　将太郎 岩鍋　将太郎 歯科、小歯、矯歯、歯外 R1.6.14

上野歯科医院 839-0852 久留米市高良内町3748-9 43-5239 上野　正典 上野　正典 歯科、小歯 S49.12.16

うさぎデンタルクリニック 830-0072 久留米市安武町安武本1389 26-2202 中島　知子 中島　知子 歯科、小歯、歯外 H27.6.18

臼杵歯科医院 839-1234 久留米市田主丸町豊城85-4 0943-73-0003 臼杵　源久 臼杵　源久 歯科 H1.4.20

うちだ歯科クリニック 830-0102 久留米市三潴町田川111番地1 65-0829 内田　智大 内田　智大 歯科 H29.3.2

うめはら歯科医院 839-1213 久留米市田主丸町益生田855－1 0943-72-0805 梅原　和男 梅原　和男 歯科、小歯、歯外 H29.9.19

医療法人うらの矯正歯科クリニック 830-0039 久留米市花畑3丁目3番17 33-3226 （医）うらの矯正歯科クリニック 浦野　和雄 歯科、矯歯 H27.4.16

えぐち歯科クリニック 839-0863 久留米市国分町1510番4 27-5496 （医）えぐち歯科クリニック 江口　直文 歯科、小歯、矯歯、歯外 R3.6.1

えだ歯科医院 830-0058 久留米市野伏間1-6-10 27-3366 江田　勝善 江田　勝善 歯科、小歯 H10.7.15

えだみつ歯科クリニック 830-0055 久留米市上津1丁目11-6 51-2203 枝光　崇 枝光　崇 歯科、小歯、矯歯 H18.9.15

エンゼル歯科クリニック 830-0046 久留米市原古賀町20-8 65-6363 安達　大輔 安達　大輔 歯科、小歯 H30.7.13



えんりん歯科クリニック 830-0003 久留米市東櫛原町497-1 65-3100 円林　秀治 円林　秀治 歯科、小歯、矯歯、歯外 H26.10.14

大石歯科クリニック 839-0851 久留米市御井町516-2 44-0014 大石　真大 大石　真大 歯科 H3.3.19

大楠歯科医院 839-1233 久留米市田主丸町田主丸196-2 0943-72-2870 大楠　道生 大楠　道生 歯科 H21.1.1

太田歯科医院 830-0022 久留米市城南町7-14 33-4003 太田　博士 太田　博士 歯科 R3.2.13

大渕歯科医院 830-0070 久留米市大善寺南1丁目22番20号 26-8371 大淵　義晃 大淵　義晃 歯科、小歯、矯歯 H23.8.1

岡歯科医院 830-0013 久留米市櫛原町124-8 35-1184 岡　浩司 岡　浩司 歯科、小歯 H2.9.19

緒方歯科医院 830-0017 久留米市日吉町5-35 32-8044 緒方　利信 緒方　利信 歯科 H6.11.17

岡部歯科医院 830-0063 久留米市荒木町1318-1 27-0006 岡部　英昭 岡部　英昭 歯科 H2.1.13

岡本歯科医院 830-0037 久留米市諏訪野町1762-15 32-3355 岡本　恭樹 岡本　恭樹 歯科 H18.6.30

おぎ歯科医院 839-0863 久留米市国分町1146-1 22-5656 荻　良晴 荻　良晴 歯科、小歯 H3.6.18

おきな歯科医院 830-0031 久留米市六ツ門町21-11 32-0308 翁　加代子 翁　加代子 歯科 H23.12.24

おちあい小児歯科医院 830-0033
久留米市天神町34-14
山秀ビル4階

39-0118 （医）わかば 落合　聡 歯科、小歯、矯歯、歯外 H29.11.1

オリーブ歯科医院西牟田駅前 830-0111 久留米市三潴町西牟田6390-10 64-6262 山崎　健太郎 山崎　健太郎 歯科、歯外 H26.10.16

かく歯科クリニック 839-0861 久留米市合川町字脇田316番地2 65-6405 （医）志衛壽 加來　伸一郎 歯科、小歯、歯外 R2.1.1

カズデンタルクリニック 830-0061 久留米市津福今町162-1 27-8590 髙木　一岳 髙木　一岳 歯科、小歯、矯歯、歯外 R3.8.4

樺島歯科医院 830-0021 久留米市篠山町159-45 32-9109 樺島　繁男 樺島　繁男 歯科、小歯 S60.2.1

亀山歯科医院 830-0022 久留米市城南町20-16 35-1257 亀山　幸子 亀山　幸子 歯科 H2.8.17

かわの歯科口腔クリニック 839-0863 久留米市国分町1155-1 51-0118 川野　瞬 川野　瞬 歯科、小歯、矯歯、歯外 R2.5.18

菊池歯科医院 830-0032
久留米市東町38番地25
丸忠ビル5階　5階号室

34-6316 菊池　大三 菊池　大三 歯科、小歯 R3.6.7

菊池歯科矯正歯科医院 830-0032 久留米市東町25-20 32-1550 （医）菊池会 菊池　大輔 歯科、歯外、矯歯 H30.5.1

きたしま歯科・矯正歯科クリニック 830-0032 久留米市東町34-51 33-1836 北嶋　禎治 北嶋　禎治 歯科、小歯、矯歯、歯外 H27.4.1

きつき歯科医院 830-1103 久留米市北野町金島2024-3 78-2353 木附　信介 木附　信介 歯科 S62.10.15

木原歯科医院 839-0862 久留米市野中町1191 36-0694 木原　誠一郎 木原　誠一郎 歯科、小歯、矯正 S61.3.14

くさば歯科医院 830-0038 久留米市西町134-3 46-2255 草場　暁登 草場　暁登 歯科、小歯、矯歯、歯外 H21.4.16



くすだ歯科医院 830-0001 久留米市小森野3丁目17番10号 48-8887 楠田　崇 楠田　崇 歯科、小歯 H20.10.9

くまもと歯科医院 830-0032
久留米市東町42-17
山本ビル1F

34-0118 隈本　真 隈本　真 歯科、小歯 H11.10.20

倉田歯科 830-0023 久留米市中央町33-17 33-3209 倉田　博昭 倉田　博昭　 歯科 H20.12.9

倉田歯科医院 830-0038 久留米市花畑2丁目6-6 32-4681 倉田　俊雄 倉田　俊雄 歯科 H19.12.11

倉田歯科医院 830-0032 久留米市東町25-7 39-1233 倉田　芳孝 倉田　芳孝 歯科、小歯、矯歯、歯外 H30.11.11

クルミ歯科 830-0207 久留米市城島町城島235-3 55-1570 河野　稔広 河野　稔広 歯科、小歯 H30.7.18

一般社団法人久留米歯科医師会診療所 830-0013 久留米市櫛原町98 32-7063 （一社）久留米歯科医師会 首藤　俊介 歯科 S48.4.1

くるめ歯科クリニック 830-0045 久留米市小頭町14-8 33-0843 埜田　和明 埜田　和明 歯科、小歯、矯歯 H25.2.22

久留米セントラル歯科 830-0032 久留米市東町31-18 32-6008 （医）フォーシーズンズ 中島　寛明 歯科、小歯、歯外 H4.1.1

久留米中央公園歯科　THE PARK 839-0861 久留米市合川町2187-1 33-8000 （医）久留米中央公園歯科　THE PARK 山﨑　公継 歯科、小歯、矯歯、歯外 R2.3.1

久留米パレット歯科 839-0865 久留米市新合川2丁目4-8 41-0211 清水　秀夫 清水　秀夫 歯科、小歯、矯歯、歯外 R2.3.19

くるめ東町歯科医院 830-0032 久留米市東町40－13 46-5050 山口　登 山口　登 歯科、小歯、矯歯、歯外 H26.6.14

黒岩歯科医院 830-1122 久留米市北野町今山639-7 78-2516 黒岩　太助 黒岩　太助 歯科、小歯、歯外 H23.8.1

くろいわ総合歯科クリニック 839-0862 久留米市野中町426-6 41-1188 黒岩　浩介 黒岩　浩介 歯科、小歯、矯歯、歯外 H30.7.17

肥川歯科医院 830-0037 久留米市諏訪野町1964-3 33-7001 肥川　一浩 肥川　一浩 歯科、小歯 H7.5.18

郷原歯科医院 830-0063 久留米市荒木町荒木1256-1 26-2827 郷原　従道 郷原　従道 歯科 H9.1.17

こが歯科医院 839-0862 久留米市野中町584-1 22-0007 古賀　斉 古賀　斉 歯科 S63.7.19

古賀歯科医院 839-1233 久留米市田主丸町田主丸527 0943-72-3197 古賀　聖規 古賀　聖規 歯科 S50.7.1

古賀歯科医院 830-1101 久留米市北野町中川2305-17 78-6161 古賀　隆則 古賀　隆則 歯科、矯歯、小歯 S58.6.13

古賀歯科医院 830-0103 久留米市三潴町高三潴五反田678-5 65-0418 古賀　弘之 古賀　弘之 歯科 S58.11.6

こがしらまち歯科 830-0045 久留米市小頭町1番地21 48-0230 （医）周和会 原　宜興 歯科 R2.2.10

古賀俊也歯科クリニック 830-0038 久留米市西町130-1 46-5700 古賀　俊也 古賀　俊也 歯科 R3.9.18

コスモス歯科クリニック 830-1114 久留米市北野町高良1061-7 78-3825 （医）クリスタル 前田　直哉 歯科、小歯、矯歯、歯外 H19.5.1

小坪歯科クリニック 839-0862 久留米市野中町920-1 32-0033 小坪　隆治 小坪　隆治 歯科、小歯、矯歯、歯外 H12.5.12



こつぼ歯科医院 830-1125 久留米市北野町乙丸77-1 78-2312 小坪　義博 小坪　義博 歯科、小歯、歯外 H30.6.1

こどものはいしゃさん　NODA　DENTAL　CLINIC 830-0037 久留米市諏訪野町2378番1F 65-7900 （医）翔凰会 野田　慎一朗 歯科、小歯 H30.2.1

小林歯科医院 830-0047 久留米市津福本町1860 32-3388 小林　俊宏 小林　俊宏 歯科、小歯、歯外 S63.12.23

薦野歯科医院 839-0863 久留米市国分町202-1 21-9938 薦野　修 薦野　修 歯科、小歯 H18.10.1

小森野けいすけ歯科・みなこ矯正歯科 830-0001 久留米市小森野4丁目18-28 65-5990 水沼　恵介 水沼　恵介 歯科、小歯、矯歯、歯外 H24.5.10

小柳歯科医院 830-0051 久留米市南2丁目5番13号 22-8818 小柳　光史 小柳　光史 歯科 H7.10.16

医療法人近藤歯科医院 830-0061 久留米市津福今町533-1 33-7171 （医）近藤歯科医院 近藤　泰裕 歯科、小歯 H5.1.1

さかた歯科医院 839-0804 久留米市宮ノ陣町若松字柿添1642-1 31-2121 坂田　英夫 坂田　英夫 歯科、小歯、矯歯、歯外 H19.11.8

さくらぎ久留米歯科 830-0037
久留米市諏訪野町2353番地1
インポート久留米ルビーⅢ1F

36-5285 （医）桜樹会 江波　友喜人 歯科 R1.8.20

さくら歯科 830-0032 久留米市東町28-1 39-7435 （医）健歯会 毛利　章子 歯科、小歯、矯歯、歯外 H22.2.18

佐々歯科口腔外科 830-0039
久留米市花畑1丁目23-2
西鉄花畑駅２F

46-4110 佐々　孝之 佐々　孝之 歯科、歯外 H18.3.16

佐藤浩一歯科クリニック 830-0022
久留米市城南町2番30
クリーンリバービル2F

34-0435 佐藤　浩一 佐藤　浩一 歯科、小歯、矯歯、歯外 H21.2.13

さとう歯科医院 830-0049 久留米市大石町483-1 30-8123 佐藤　公保 佐藤　公保 歯科、小歯 H11.4.15

佐藤歯科医院 839-0863 久留米市国分町743-19 21-7390 佐藤　邦彦 佐藤　邦彦 歯科、小歯 H12.10.15

佐野公成歯科医院 830-0045 久留米市小頭町12-3 33-0561 佐野　公成 佐野　公成 歯科、小歯 H1.4.18

さやの木歯科 830-0078 久留米市安武町住吉字サヤノ木468-1 26-1336 境野　秀宣 境野　秀宣 歯科、小歯、矯歯、歯外 H24.1.17

医療法人六広会　サン歯科クリニック久留米 839-0801 久留米市宮ノ陣6丁目22-1 34-3004 （医）六広会 有村　洋隆 歯科、小歯、矯歯 H16.6.1

歯科 松瀬医院 830-0063 久留米市荒木町荒木字車路486番地12 27-0110 松瀬　彰 松瀬　彰 歯科、小歯、歯外 H22.3.18

しながわ歯科医院 839-0817 久留米市山川町1623-7 41-4182 品川　兼一 品川　兼一 歯科、小歯、歯外 R3.1.15

しぶえ歯科・小児歯科クリニック 830-1122 久留米市北野町今山509-10 78-2010 澁江　拓 澁江　拓 歯科、小歯 H10.11.16

下川歯科医院 830-0073 久留米市大善寺町宮本1412-3 26-2557 下川　恭夫 下川　恭夫 歯科 S53.7.8

俊歯科医院 839-0862 久留米市野中町682-1 32-0600 古賀　俊一 古賀　俊一 歯科、小歯 H2.9.20

じょうご歯科医院 830-0070 久留米市大善寺南1丁目4番37 26-1555 城後　昭博 城後　昭博 歯科、小歯 H6.6.9

城歯科医院 830-0038 久留米市西町921－2 55-9408 城　大介 城　大介 歯科、小歯、歯外 H27.11.18



白谷歯科医院 830-0036 久留米市篠原町2-4 34-2313 白谷　元治 白谷　元治 歯科 S55.5.1

すえかね歯科医院 830-0037 久留米市諏訪野町1628-3 21-7332 末金　淳一 末金　淳一 歯科、小歯 H5.3.17

首籐歯科矯正歯科医院 830-0073 久留米市大善寺町宮本1554 26-3343 首籐　俊介 首籐　俊介 歯科、小歯、矯歯、歯外 S63.7.18

スマイル歯科 830-0047 久留米市津福本町568-1 39-4183 田代　琢二 田代　琢二 歯科、小歯、矯歯、歯外 R2.1.1

陶山歯科医院 830-0023 久留米市中央町11-9 34-4144 （医）陶山歯科医院 陶山　新吾 歯科 R2.2.1

そめや歯科 830-0018 久留米市通町4番11 46-2218 染矢　貞之 染矢　貞之 歯科、小歯、矯歯、歯外 H24.11.14

髙木歯科医院 830-0061 久留米市津福今町161 39-7528 髙木　武夫 高木　武夫 歯科、小歯、矯歯 S57.4.1

たかた歯科医院 839-0841
久留米市御井旗崎2-24-38
ﾊﾟﾚｸﾚｰﾙ2F

45-6666 （医）社団秀英 高田　浩行 歯科、小歯、矯歯、歯外 H7.6.1

たかやしき歯科医院 839-0862 久留米市野中町字前1208番地1 46-0088 （医）広瀬会 進藤　剛 歯科、小歯、矯歯 H26.1.20

竹上歯科医院 839-1221 久留米市田主丸町上原619-3 0943-74-1181 竹上　広一 竹上　広一 歯科、小歯 H10.4.15

タケダ歯科医院 830-0053 久留米市藤山町1651-64 21-0106 武田　良 武田　良 歯科、小歯 H13.9.10

たざき歯科医院 839-0809 久留米市東合川3-6-32 44-9470 田崎　幸一 田崎　幸一 歯科、小歯、矯歯 H1.10.16

田島歯科矯正口腔外科クリニック 830-0044 久留米市本町7-23 32-4755 （医）田島歯科医院 田島　暢崇 歯科、小歯、矯歯、歯外 H2.1.1

医療法人立山立山歯科医院 830-0063 久留米市荒木町荒木1917-4 26-2080 （医）立山 岡本　多浩 歯科、小歯、矯歯、歯外 H4.1.1

医療法人立山立山歯科クリニック 830-0032 久留米市東町37番9 36-2689 （医）立山 立山　由乘 歯科、小歯、矯歯、歯外 H18.3.8

田中歯科医院 830-0035 久留米市東和町1-6 38-5511 田中　義治 田中　義治 歯科 S54.7.14

田中歯科クリニック 830-0205 久留米市城島町大依334-4 62-3055 成相　友佳 成相　友佳 歯科、小歯 H27.3.28

田中伸歯科医院 830-0003 久留米市東櫛原町2606-1 31-0917 田中　伸一郎 田中　伸一郎 歯科、小歯 H5.8.13

たろう歯科クリニック 839-1223 久留米市田主丸町以真恵983-8 0943-72-0611 樋口　太郎 樋口　太郎 歯科 H17.10.10

辻歯科クリニック 839-0851 久留米市御井町1647-5 43-1323 （医）辻歯科医院 辻　展弘 歯科、矯歯、歯外 H28.9.1

つやま歯科・口腔外科医院 830-0053 久留米市藤山町745－４ 65-9082 津山　治己 津山　治己 歯科、小歯、歯外 H29.4.14

徳丸歯科医院 839-0822 久留米市善導寺町木塚59-1 47-4838 徳丸　博文 徳丸　博文 歯科、小歯、歯外 S57.7.18

医療法人富安歯科医院 830-0073 久留米市大善寺町宮本375-6 26-7848 （医）富安歯科医院 富安　雄二郎 歯科 H1.6.1

医療法人社団杏友会友添歯科医院 839-0863 久留米市国分町1176番地8 22-4618 （医）社団杏友会 友添　秀樹 歯科 H12.8.14



ともぞえ歯科クリニック 830-1122 久留米市北野町今山351-2 78-3982 友添　俊裕 友添　俊裕 歯科、小歯、矯歯、歯外 H11.2.12

ともなり歯科 830-0013 久留米市櫛原町128-7 65-5537 友成　博久 友成　博久 歯科、小歯、歯外 H30.8.16

豊田歯科医院 839-0851 久留米市御井町2342-3 43-6406 豊田　弘 豊田　弘 歯科 S53.4.1

豊田歯科医院 830-0211 久留米市城島町楢津640-5 62-3800 豊田　博信 豊田　博信 歯科 H1.6.17

鳥飼寺崎歯科医院 830-0048 久留米市梅満町961-1 38-3267 寺崎　茂 寺崎　茂 歯科、小歯 S60.6.15

ながお歯科医院 830-0005 久留米市通外町99-3 32-6480 永尾　史徳 永尾　史徳 歯科、小歯、矯歯、歯外 R3.5.1

永尾禮二歯科医院 830-0072 久留米市安武町安武本1598-7 26-4180 永尾　禮二 永尾　禮二 歯科 S57.10.14

中垣歯科医院 830-1113 久留米市北野町中244-2 78-6687 中垣　裕明 中垣　裕明 歯科、小歯 H4.6.15

長沢歯科医院 839-0851 久留米市御井町1705 43-6595 長澤　利章 長澤　利章 歯科 S51.12.16

中島歯科医院 830-0048 久留米市梅満町1004-2 32-7794 中島　幹一郎 中島　幹一郎 歯科、小歯 H23.8.1

中原歯科医院 830-0066 久留米市荒木町下荒木字西の原15-4 26-1888 中原　好法 中原　好法 歯科、小歯 H9.5.16

中村歯科医院 830-0062 久留米市荒木町白口2271-12 27-2248 中村　朗 中村　朗 歯科、矯歯 H6.2.23

NAGOMI デンタル 839-0809
久留米市東合川5丁目7番53
東合川ビル1階

65-4248 （医）はなぶさ会 末永　大貴 歯科、小歯、矯歯、歯外 R3.4.1

二宮歯科医院 830-0032 久留米市東町35の2 32-7114 二ノ宮　重幸 二ノ宮　重幸 歯科 H23.9.1

のきた矯正歯科医院 830-0035
久留米市東和町1-17
フィルドビル2Ｆ

32-3121 のき田　邦裕 のき田　邦裕 矯歯 H3.8.26

野田歯科医院 830-0027 久留米市長門石2-2-58 38-9939 野田　和秀 野田　和秀 歯科、矯歯、小歯 S52.6.15

野村歯科医院 839-0801 久留米市宮ノ陣5丁目2番7号 32-9271 野村　俊夫 野村　俊夫 歯科、小歯、歯外 R3.7.1

のんKIDS DENTAL 839-0814 久留米市山川追分2-1-9 65-9323 山下　伸子 山下　伸子 小歯、矯歯 H26.2.14

ハイジア歯科 830-0112 久留米市三潴町玉満2266-3 54-9550 （医）三幸会 平尾　健 歯科、小歯、矯歯、歯外 H25.2.1

はなえ矯正歯科 830-0047 久留米市津福本町322 30-0930 若江　皇絵 若江　皇絵 矯歯 H20.8.7

花畑ファミリー歯科 830-0039 久留米市花畑３丁目7-4-1F 37-6233 尾野　浩 尾野　浩 歯科、小歯 H24.5.15

はまだ歯科医院 830-0073 久留米市大善寺町宮本1505 26-2722 濱田　法康 濱田　法康 歯科、小歯、矯歯 H8.2.19

ひがし歯科 830-0047 久留米市津福本町1645-3 35-5510 田中　優作 田中　優作 歯科、小歯、歯外 R3.8.19

医療法人実光会ひかり歯科医院 830-0033 久留米市天神町2丁目57番1 33-2006 （医）実光会 末安　貞治 歯科、小歯、矯歯、歯外 H21.10.1



ピーススマイル矯正歯科 830-0013 久留米市櫛原町72-3 65-4156 （医）コラソン 下村　卓弘 矯歯 H29.11.15

ひつじデンタルクリニック 830-0062 久留米市荒木白口1902-2 26-8666 辻　礼 辻　礼 歯科、小歯、矯歯、歯外 H22.8.17

日野歯科医院 839-0823 久留米市善導寺町与田283-5 47-4098 日野　喜彦 日野　喜彦 歯科、小歯、矯歯、歯外 S60.2.18

ひよりデンタルクリニック 839-0801 久留米市宮ノ陣6-1-17 80-3720 大市　佳史 大市　佳史 歯科、小歯、歯外 R3.3.15

ひろ歯科医院 830-0023
久留米市中央町21-4
平田ビル1階

35-0957 古賀　浩明 古賀　浩明 歯科、小歯 H7.10.17

ひろせ歯科医院 830-0037 久留米市諏訪野町2558 39-8111 （医）広瀬会 廣瀬　幸治 歯科、小歯、矯歯 H24.12.1

ひろた歯科医院 830-0035 久留米市東和町6-1 34-0111 廣田　英一 廣田　英一 歯科、小歯 H11.3.17

深水歯科医院 830-0047 久留米市津福本町1603-1 38-6935 深水　康寛 深水　康寛 歯科 S54.2.1

ふかみず歯科クリニック 830-0072 久留米市安武町安武本3302-7 65-8249 深水　康太郎 深水　康太郎 歯科、小歯、矯歯 H26.6.16

福成歯科医院 839-0863 久留米市国分町1416-6 22-0001 福成　英機 福成　英機 歯科 S53.4.18

藤本歯科医院 839-0863 久留米市国分町1857-1 21-1507 藤本　英樹 藤本　英樹 歯科 S54.10.16

ふるかわ歯科医院 830-0027 久留米市長門石2-1-20 35-3335 古川　圭輔 古川　圭輔 歯科、小歯、矯歯、歯外 H30.9.4

べっぷ歯科医院 839-0861 久留米市合川町1529-1F 39-6293 別府　孝洋 別府　孝洋 歯科、小歯 H15.11.17

ホワイト歯科クリニック 839-0801 久留米市宮ノ陣1丁目8番15号 37-2244 永瀨　康志郎 永瀨　康志郎 歯科、小歯、矯歯、歯外 H23.9.1

ほんじ歯科 839-0863 久留米市国分町1947 21-8241 本司　高義 本司　高義 歯科、小歯 H4.4.20

本間歯科診療所 839-0863 久留米市国分町218-6 51-8833 本間　大策 本間　大策 歯科、小歯 H21.10.15

ますだ歯科 830-0059 久留米市江戸屋敷1-3-67 65-8315 増田　修一 増田　修一 歯科、小歯、矯歯、歯外 H27.2.17

松元歯科医院 839-0824 久留米市善導寺町飯田908-5 47-3131 松元　洋一 松元　洋一 歯科、小歯 H7.5.16

みねまつ歯科 839-0863 久留米市国分町946-3 21-2446 峰松　清仁 峰松　清仁 歯科、小歯、矯歯、歯外 H20.2.1

耳納森光歯科医院 839-0822 久留米市善導寺町木塚152-1 23-3200 森光　和成 森光　和成 歯科、小歯、矯歯 H11.1.19

宮崎歯科医院 830-0037 久留米市諏訪野町1958 32-6621 藏岡　直史 藏岡　直史 歯科、小歯 R2.2.1

みやのじん歯科クリニック 839-0801 久留米市宮ノ陣6丁目22-1-1Ｆ 34-3003 本田　攻 本田　攻 歯科、小歯、矯歯、歯外 H24.4.20

宮原歯科医院 830-0049 久留米市大石町338 32-9199 宮原　猛 宮原　猛 歯科 H8.4.3

宮原歯科医院 830-0051 久留米市南四丁目13-3 21-7007 宮原　真理子 宮原　真理子 歯科 H31.4.21



みやはら歯科クリニック 839-0801 久留米市宮ノ陣1丁目9番15号 35-8281 宮原　誠 宮原　誠 歯科、小歯、矯歯 S59.8.17

牟田歯科医院 839-0833 久留米市大橋町常持140-4 47-4888 牟田　靖宏 牟田　靖宏 歯科 S61.6.12

六つ門きくち歯科医院 830-0017 久留米市日吉町16-15 33-0851 菊池　大陸 菊池　大陸 歯科、小歯 H30.4.1

むねしげ歯科医院 839-0823 久留米市善導寺町与田265-6 23-5755 宗重　隆寛 宗重　隆寛 歯科、小歯、矯歯、歯外 H25.11.18

もとむら歯科医院 839-0862
久留米市野中町147-1
大石ビル2F

43-8241 （医）恒愛会 大石　恒子 歯科、小歯、矯歯 H31.4.1

森川歯科医院 830-0052 久留米市上津町1827-2 21-8839 森川　秀典 森川　秀典 歯科 R2.12.8

森田歯科医院 830-0022 久留米市城南町14番地2 33-8943 森田　昇 森田　昇 歯科 H25.1.1

もりみつ歯科医院 839-0841 久留米市御井旗崎1-10-17 45-5511 （医）みつき会 森光　徹男 歯科、小歯、矯歯 R1.6.1

もりもと歯科医院 839-0865 久留米市新合川2丁目111番地 45-2313 森本　乃扶子 森本　乃扶子 歯科、小歯 H18.5.18

医療法人健栄会門司歯科医院 839-0865 久留米市新合川1丁目3番30号 45-7464 （医）健栄会 近藤　洋介 歯科、小歯、矯歯、歯外 H15.8.4

やました歯科医院 839-0842 久留米市御井朝妻1-6-8 44-0880 山下　尚之 山下　尚之 歯科、小歯、矯歯 H14.8.26

山下歯科医院 839-0861 久留米市合川町1639-1 32-3230 山下　浩太郎 山下　浩太郎 歯科、小歯、矯歯、歯外 H21.8.5

山下良太歯科クリニック 830-0037 久留米市諏訪野町1624-6 21-5354 （医）ペリオ会 山下　良太 歯科、小歯、矯歯、歯外 H26.1.1

やまだ歯科クリニック 830-0033 久留米市天神町8 33-4888 山田　潤一 山田　潤一 歯科、矯歯 R1.12.20

山手歯科クリニック 830-0061 久留米市津福今町480-105 38-8011 山手　貴義 山手　貴義 歯科、小歯、歯外 H23.6.16

よこみぞ歯科 839-1234 久留米市田主丸町豊城1480-3 0943-73-4118 横溝　裕次 横溝　裕次 歯科、小歯、歯外 H22.6.15

吉岡歯科医院 830-0018 久留米市通町111-17 38-5500 吉岡　周一郎 吉岡　周一郎 歯科 H14.1.7

ヨシタケ歯科医院 830-0041 久留米市白山町376 39-6508 吉武　幹雄 吉武　幹雄 歯科、小歯、矯歯 S59.3.14

吉松歯科医院 830-0021 久留米市篠山町252-2 34-1311 吉松　俊明 吉松　俊明 歯科、矯歯、小歯 H25.1.7

吉松歯科医院 839-0814 久留米市山川追分2丁目6-38 43-2566 （医）至心会 吉松　繁人 歯科、小歯、矯歯 H29.1.1

よしまつ歯科クリニック 830-0027 久留米市長門石4-4-12 37-3255 吉松　真一郎 吉松　真一郎 歯科、小歯 H25.8.16

吉光歯科医院 830-0061 久留米市津福今町483 35-6118 吉光　禎 吉光　禎 歯科 S62.9.18

りゅう歯科医院 830-0039 久留米市花畑三丁目2-11 32-6400 劉　文憲 劉　文憲 歯科、歯外 H19.3.15

ルーチェデンタルクリニック 839-0851 久留米市御井町2291-8 41-1711 小林　光 小林　光 歯科、小歯 H25.3.14



わかすぎ歯科 839-0861 久留米市合川町470-1 27-9876 若杉　紘人 若杉　紘人 歯科、小歯、矯歯、歯外 R3.3.16

わたなべ歯科医院 839-0863 久留米市国分町291-1 27-5007 渡辺　庄一 渡辺　庄一 歯科、小歯、矯歯、歯外 H27.6.12

きのした歯科医院 830-0053 久留米市藤山町1712-2 21-2768 木下　正史 木下　正史 歯科、小歯、歯外 R3.10.1

名取歯科医院 830-0001 久留米市小森野四丁目10番10号 33-5236 （医）名悠会 名取　徹 歯科、小歯、矯歯、歯外 R4.4.1


