令和２年度高齢者インフルエンザ予防接種 実施医療機関（令和２年１０月２６日現在）
医療機関名
住所

TEL

みかさみらいクリニック

東区香椎駅東3-24-6

719-0117

介護老人保健施設M.T奈多ケア院

東区雁の巣1-7-30

607-1211

福岡東ひかりクリニック

東区下原4-2-1ブランチ福岡下原C219

674-1205

医療法人やまびこ会 福岡東ほばしらクリニック
社医）池友会香椎丘リハビリテーション病院

東区名島1丁目28-22
東区下原２丁目２４－３６

672-1201
662-3200

医）優なぎ会雁の巣病院

東区雁の巣１丁目２６－１

606-2861

医）香露木会上田内科クリニック

東区雁の巣１丁目４－７

605-7312

医）神戸整形外科医院

東区原田１丁目２－２３

621-4934

医）井本クリニック

東区原田１丁目４１－１５

621-3455

ふれあいハートクリニック
医）もりやす小児科医院

東区原田2-21-9
東区御島崎２丁目２－３８

403-0355
661-2293

香住ヶ丘うちだクリニック

東区香住ヶ丘２丁目１５－１７

661-1313

医）酒見内科胃腸科医院

東区香住ヶ丘３丁目３－１３

681-0553

たつやまファミリークリニック

東区香住ヶ丘６丁目８－１４

674-2066

清泉クリニック整形外科
医）山水会香椎療養所

東区香椎1-1-1ニシコーリビング香椎1F
東区香椎１丁目９－１５

410-1800
661-1083

医）原三信病院香椎原病院

東区香椎３丁目３－１

662-1333

医）美土里会近藤内科クリニック

東区香椎４丁目１－３０

663-5111

医）みどり疋田病院

東区香椎４丁目８－１５

681-3111

医）和田美也内科クリニック

東区香椎駅前１丁目１１－１

683-3838

医）橿日会かしい心療クリニック

東区香椎駅前１丁目１１－１－３０８号

673-9620

ふるがきＣＬＩＮＩＣ

東区香椎駅前１丁目１２－２ＡＳＳＥＴ香椎２Ｆ

405-0757

医）松坂会松坂クリニック

東区香椎駅前１丁目３－１２

671-7871

古賀総合クリニック

東区香椎駅前２丁目１０－１０

674-0140

医）荒木小児科医院

東区香椎駅前２丁目１１－３３

681-1722

医）増田整形外科内科医院

東区香椎駅前２丁目１２－４３

681-3831

医）ＳＳＣ 工藤耳鼻咽喉科医院

東区香椎駅前２丁目１２－５４オリジンビル１Ｆ

663-1550

医）明隅会たかもとホームクリニック

東区香椎駅前２丁目１－４

681-8811

かしい駅前内科・脳神経クリニック

東区香椎駅前２丁目１５－１０－１Ｆ

674-3336

医）東野整形外科医院

東区香椎駅前２丁目５－１

681-1018

かめだ胃腸科クリニック

東区香椎駅東３丁目２２－２０

661-2110

香椎内科診療所

東区香椎駅東４丁目２６－２

672-0808

医）吉松会照葉浅部クリニック

東区香椎照葉２丁目２－７

202-2000

医）海陽会まえだクリニック

東区香椎照葉３丁目４－５－２Ｆ

410-5222

たきもとこどもクリニック

東区香椎照葉３丁目４－５Ｉ.Ｃ.メディカルビル２Ｆ

719-0115

医）相生会福岡みらい病院

東区香椎照葉３丁目５－１

662-3001

照葉こどもクリニック

東区香椎照葉５丁目２－１９－２Ｆ

663-5015

医）邦和会村瀬内科

東区香椎台１丁目５－１２

662-4300

医）健悠会田坂医院

東区香椎台１丁目５－１７

661-6730

医）かわさき内科循環器科クリニック

東区香椎浜３丁目２－１

663-8828

医）うだ脳神経外科クリニック

東区香椎浜３丁目２－６

672-1204

医）タカハラ整形外科クリニック

東区香椎浜３丁目２－８

671-0008

医）福満会ふくみつクリニック

東区香椎浜４丁目１０－１

681-3331

うえの内科クリニック

東区香椎浜４丁目１－９

683-3237

永野外科胃腸科医院

東区高美台２丁目４－２７

607-3261

しもじ内科クリニック

東区三苫３丁目２－４９

605-6300

医）三苫石井医院

東区三苫３丁目４－１４

606-6013

せき医院

東区三苫７丁目１－３２

606-0885

福岡ハートクリニック

東区若宮1-28-8

663-3806

医）ふかざわ医院

東区若宮１丁目２２－１９

661-8111

医）賀数耳鼻咽喉科医院

東区若宮４丁目２－２０

661-7132

医）植山小児科医院

東区若宮５丁目２０－８

681-4515

医）三好医院

東区若宮５丁目３－４５パステイユ香椎南

682-1547

医）まえだこども医院

東区若宮５丁目８－１

681-6200

医）松崎クリニック

東区松崎２丁目２２－６

672-1700

医）平沼整形外科

東区松崎３丁目３３－４１

672-5600

にしもと小児科

東区松田３丁目６８６－１

627-2121

医）祥知会はこざき公園内科医院

東区松島３丁目１１－３０

624-3531

医）江森医院

東区城浜団地８－２

661-2525

医）川﨑外科整形外科医院

東区城浜団地８－３

671-0061

医）内田整形外科医院

東区水谷１丁目１９－１７

681-2511

いわくに内科クリニック

東区水谷２丁目１－１

683-1877

医）千心会千早ハートクリニック

東区水谷２丁目５０－１

663-1900

ふくどめ内科医院

東区水谷２丁目８－５０

681-1516

医）平塚医院

東区西戸崎１丁目８－６

603-0005

山田医院

東区西戸崎４丁目９－１５

603-0321

医）海光会すが耳鼻咽喉科

東区青葉１丁目１３－５２

663-2002

医）田辺整形外科医院

東区青葉２丁目１－１６

691-9119

医）おかもと小児科クリニック

東区青葉２丁目８－３４

691-0012

医）あおばクリニック

東区青葉３丁目１－６

663-2037

社医）原土井病院

東区青葉６丁目４０－８

691-3881

医）原土井病院みどりのクリニック

東区青葉７丁目２６－１

691-0045

医）哲陽会ほそかわ整形外科

東区青葉７丁目５－２

410-3303

社）九州大学仏教青年会クリニック

東区千早１丁目５－１３

671-8333

医）宮近整形外科医院

東区千早１丁目６－１１

672-0071

社）千鳥橋病院附属城浜診療所

東区千早１丁目６－８

671-3031

千早病院

東区千早２丁目３０－１

661-2211

医）福香会おくだクリニック

東区千早２丁目４－１８

661-9555

丸岡内科小児科クリニック

東区千早４丁目１３－２

663-5234

医）輝栄会福岡輝栄会病院

東区千早４丁目１４－４０

681-3115

医）三美会ゆう内科医院

東区千早４丁目２２－３７

674-3700

医）福島整形外科クリニック

東区千早４丁目９３－２２０１号

663-5800

矢野循環器科内科クリニック

東区千早５丁目１５－２７アーサー香椎倶楽部マンション 201号

663-5200

なんり小児科

東区千早５丁目２０－１香椎ﾕｰﾏｲﾋﾞﾙⅡ

683-1303

医）香清会はらまき内科消化器内科クリニック

東区千早６丁目５－１３

681-1324

医）ｴｽﾀﾞﾌﾞﾘｭｰｼｰ真田産婦人科麻酔科ｸﾘﾆｯｸ

東区千早６丁目６－１６

681-0175

医）辻内科クリニック

東区多の津１丁目７－１

622-5800

医療法人幸広会宮﨑内科クリニック
おおがみ医院

東区多々良1-25-23多々良ｸﾞﾘｰﾝﾋﾞﾙⅠ-D
東区多々良１丁目７－２

681-6777
663-1919

石橋整形外科

東区土井１丁目１－３

691-1031

医）ホームケアホームケアクリニック

東区土井１丁目２１－１サンコービル４Ｆ

691-8670

鮎川内科

東区土井２丁目８－９土井ＣＤＳビル１Ｆ

663-6633

医）中山医院

東区土井４丁目２８－１０

691-3660

医）福岡松寿会まつもと内科クリニック

東区唐原１丁目１０－１

671-1233

三善病院

東区唐原４丁目１８－１５

661-1611

医）健誠会ゆめタウン総合クリニック

東区東浜１丁目１－１ ゆめタウン博多２F

631-8027

くすもとクリニック

東区奈多１丁目１０－１０

607-2345

医）たけした耳鼻咽喉科

東区奈多１丁目１０－１０サンシャインビル３Ｆ

692-6680

医）東福岡和仁会病院

東区奈多１丁目４－１

608-1511

医）岡田内科医院

東区奈多３丁目１－１６

608-5565

奈多こどもファミリークリニック

東区奈多３丁目６－２０

605-7719

医）寛恵会なた内科診療所

東区奈多団地２７－３

607-5624

荒川眼科クリニック

東区馬出１丁目２４－４２ ニューウェーブ博多ビル２Ｆ

643-0770

多田循環器内科・内科

東区馬出１丁目２４－４２ニューウェーブ博多ビル３Ｆ

645-1155

医）八木厚生会八木病院

東区馬出２丁目２１－２５

651-0022

増田内科小児科医院

東区馬出５丁目３５－１７

651-2824

たなか内科クリニック
古賀医院

東区箱崎1-5-7
東区箱崎１丁目２０－１８

643-6777
651-0225

医）田村医院

東区箱崎１丁目２４－３１

651-2310

ふじの内科循環器科クリニック

東区箱崎１丁目３８－３

641-5003

岩隈弘済医院

東区箱崎１丁目３８－４０

651-3088

かりやぞのこどもクリニック

東区箱崎１丁目５－２

206-1322

医）謙恕会うえひらウィメンズクリニック

東区箱崎１丁目５－８

206-1255

松田耳鼻咽喉科病院

東区箱崎２丁目１０－２

651-0522

二宮医院

東区箱崎２丁目４－１

651-1327

入江内科小児科医院

東区箱崎３丁目３２－１１

651-4521

福岡山田病院

東区箱崎３丁目９－２６

641-1100

医）翌檜会はーとクリニック

東区箱崎５丁目１１－１０

632-7111

医）陣内整形外科内科医院

東区箱崎６丁目１２－５０

651-0747

よしむら脳神経外科・頭痛クリニック

東区箱崎６丁目１３－３

632-2288

医）貝塚病院

東区箱崎７丁目７－２７

632-3333

医）岡田内科クリニック

東区箱崎７丁目８－８箱崎パルク

651-7011

添島内科医院

東区八田１丁目１４－１３

691-3663

社）たたらリハビリテーション病院

東区八田１丁目４－６６

691-5508

医）土器医院

東区八田２丁目２１－３

691-2311

医）省菴会あんどうクリニック

東区美和台４丁目１－１

606-2355

山家内科医院

東区美和台７丁目２９－２

606-5255

医）かもりクリニック

東区舞松原１丁目１１－１１

661-3311

医）安田クリニック

東区舞松原１丁目１４－８２

662-7100

医）中村内科医院

東区舞松原１丁目６－１８

681-7363

るり内科クリニック

東区舞松原２丁目１２－２５

663-5201

荒川内科循環器科クリニック

東区舞松原５丁目２７－２５舞松原ＭＣビル

683-0333

医）すずらん会たろうクリニック

東区名島１丁目１－３１

410-3333

医）池田小児科内科クリニック

東区名島２丁目２２－１０

681-0017

医）松井内科胃腸クリニック

東区名島２丁目２－２２

673-7800

あだち耳鼻咽喉科

東区名島２丁目３０－１６

710-8733

伊東内科小児科医院

東区名島２丁目４１－５

681-1000

医）済世会河野名島病院

東区名島４丁目２８－５３

681-5231

医）あんのうクリニック

東区和白３丁目１７－２４

607-8455

まつもと整形外科クリニック

東区和白３丁目２７－６４

605-6006

医）榎本内科医院

東区和白５丁目９－７

606-3333

杉本眼科クリニック

東区和白丘1丁目２２－２７

605-5005

杉本陽子クリニック

東区和白丘１丁目２２－２７

605-6626

社医）池友会福岡和白総合健診クリニック

東区和白丘２丁目１１－１７

608-0138

医）爽仁会福田内科総合クリニック

東区和白丘２丁目１－４３

607-7768

医）坂本脳神経外科クリニック

東区和白丘２丁目２－３６

605-8282

社医）池友会福岡和白病院

東区和白丘２丁目２－７５

608-0001

医）千秋会秋山とおる整形外科医院

東区和白丘３丁目２２－１

606-8111

亀崎小児科医院

東区和白丘４丁目３０－２５

606-2076

村上循環器科・内科クリニック

東区和白東１丁目２５－７

606-7998

医）三原クリニック

東区和白東２丁目１３－３５ウイング友和１Ｆ

608-7300

医）荒巻医院

東区筥松２丁目１４－４

629-3311

医）髙野胃腸科医院

東区筥松２丁目２４－１１

622-1461

医療法人 葡萄の木 西月隈クリニック

博多区西月隈3-11-51

710-5534

大博通り内科・総合診療クリニック

博多区冷泉町5-32オーシャン博多ビル1F

283-7041

あゆ在宅クリニック
医）浦口小児クリニック

博多区月隈2丁目5-47-305
博多区浦田１丁目１０－１４

710-0310
504-0466

医）永野病院

博多区浦田１丁目３１－１

504-0611

医）遠藤内科クリニック

博多区浦田１丁目５－３１

503-8501

医）丸岡内科クリニック

博多区下臼井７７８－１福岡空港第３ターミナルビル ２Ｆ

626-1850

まえだ整形外科博多ひざスポーツクリニック

博多区下呉服町５－７

710-7455

医）森クリニック

博多区下川端町８－１６

291-2270

木梨外科整形外科医院

博多区下川端町９－１８

291-6828

医）護健会宮原医院

博多区祇園町２－１８

291-0922

もとこクリニック祇園

博多区祇園町２－８リアン祇園ビル

282-4114

貝原整形外科医院

博多区祇園町８－２０

271-6116

医療法人 小さな診療所
福嶋クリニック

博多区吉塚1-27-7
博多区吉塚１丁目１４－２３

409-3270
621-8866

吉永皮膚科医院

博多区吉塚１丁目２７－３０

621-2421

医）木村内科医院

博多区吉塚１丁目３３－１７

621-3053

森本医院

博多区吉塚１丁目４－１４

622-1581

医）エスエイエム原田レディースクリニック

博多区吉塚２丁目４－３

621-3116

医）山本外科医院

博多区吉塚２丁目７－２７

621-3297

こうけん医院

博多区吉塚３丁目７－１９

621-0043

医）ひまわり会ひまわりホームクリニック

博多区吉塚４丁目２－２３リラス空港通り８０２号室

292-1688

医）誠十字クリニック

博多区吉塚５丁目６－３２大博ホワイトビル

622-9030

医）有吉クリニック

博多区吉塚５丁目７－９

612-0101

医)聖療会青木胃腸科・内科

博多区吉塚７丁目１－５０

611-7806

医）相生会新吉塚病院

博多区吉塚７丁目６－２９

621-3706

医）れぐと会せいわ整形外科内科医院

博多区吉塚８丁目１－１２

612-1200

内科小児科大西医院

博多区吉塚本町１０－２８

621-0716

医）安元内科・胃腸クリニック

博多区吉塚本町１３－２７

292-8703

よう整形外科クリニック

博多区吉塚本町１３－２７ＲＪＲプレシア吉塚駅前Ⅱ

260-3935

医）相生会介護老人保健施設楽陽園

博多区金の隈３丁目２４－１６

504-2671

医）相生会金隈病院

博多区金の隈３丁目２４－１６

504-0097

髙岸小児科医院

博多区銀天町１丁目３－７

581-4928

一木医院

博多区銀天町１丁目５－８

581-1013

医）明楽会くまクリニック

博多区銀天町２丁目２－３

575-3112

戸早医院

博多区銀天町３丁目１－１１

581-0051

空港前田中医院

博多区空港前３丁目９－１

621-4728

医療法人HMC博多メディカルクリニック

博多区堅粕4-16-21
博多区堅粕５丁目１－１２

710-7600
411-3953

大月内科循環器内科

博多区元町2-1-6
博多区古門戸町１－１

558-3933
282-0567

博多セントラルクリニック

博多区御供所町１－９博多セントラルビル２Ｆ

263-7121

医）蓮珠会太田医院

博多区綱場町１－１０

291-0417

多田クリニック

博多区綱場町１－１６多田ビル

291-1383

福冨内科クリニック

博多区綱場町１－１６多田ビル２Ｆ

292-8494

医）近間整形外科クリニック

博多区綱場町１－１７福岡パーキングビル２Ｆ

271-7755

吉田医院
ホームケアクリニック アンリ南福岡

うえむらメンタルサポート診療所
伊藤整形外科医院

博多区綱場町5-1初瀬屋福岡ビル6F
博多区三筑１丁目２－８

260-3757
501-2161

宿久耳鼻咽喉科

博多区寿町２丁目９－３０

574-4187

アビエスクリニック

博多区住吉１丁目２－２５ビジネスセンタービル１階

283-1085

医）博腎会博腎会病院

博多区住吉２丁目２１－２１

272-0565

医）竹田内科医院

博多区住吉３丁目１－１８福岡都心共同住宅１Ｆ

283-6307

社医）青洲会博多堤病院

博多区住吉４丁目３０－４２

431-0306

安部整形外科クリニック

博多区住吉４丁目８－２４

431-1901

医）平井クリニック

博多区住吉５丁目１２－２０

474-4733

医）浩友会やまじ内科クリニック

博多区住吉５丁目１８－９松口ビル１Ｆ

292-8910

おおた内科泌尿器科クリニック
医）村上胃腸科内科クリニック

博多区諸岡1-23-21
博多区諸岡１丁目１９－１２

584-1919
574-4485

森田レディースクリニック

博多区諸岡１丁目２３－１９

588-7611

ゆうほくクリニック
医）くらおかしょうここどもクリニック

博多区諸岡2-13-27
博多区諸岡２丁目１３－２６

231-7117
588-8668

医）原田医院

博多区諸岡３丁目６－２５

571-4309

医）友愛会友田病院

博多区諸岡４丁目２８－２４

591-8088

行徳ひふ科クリニック
医）雄心会ふくおか胃腸クリニック

博多区上呉服町10-10-208
博多区上呉服町１０－１０呉服町ビジネスセンタービル２０１

262-6801
272-1711

メンタルクリニック倉掛

博多区上呉服町１０－１０呉服町ﾋﾞｼﾞﾈｽｾﾝﾀｰﾋﾞﾙ2F

261-5330

医）牟田内科クリニック

博多区上呉服町１０－１博多三井ビル

281-7113

医）松井医仁会大島眼科病院

博多区上呉服町１１－８

281-3020

たかひら内科クリニック
財）医療情報健康財団健康財団クリニック

博多区上川端町１３－３青龍ビル2Ｆ
博多区上川端町１４－３０－２０１皐月マンション

262-3903
272-2391

医）武水会上川端クリニック

博多区上川端町４－２２１

406-4639

昌樹医院

博多区上川端町５－１１７

262-5139

シグマクリニック
医）誠仁会籠田医院

博多区新和町２丁目５－１１
博多区西春町１丁目２－１６

589-0012
501-7535

南福岡さくらクリニック

博多区西春町３丁目１－１

581-0803

医）慶生会慶生会クリニック福岡

博多区石城町１－１ＮＤＳビル２Ｆ

263-8180

社福）あきの会療養介護事業所虹の家

博多区千代１丁目１５－１０

651-7325

パピヨン乳腺クリニック

博多区千代１丁目１－５５

409-9311

みみ・はな・のど岡医院

博多区千代１丁目２－１ＢＲＡＮＣＨ博多パピヨンガーデン

643-6066

医）梅野小児科内科医院

博多区千代１丁目３３－２

651-3558

社医）至誠会木村病院

博多区千代２丁目１３－１９

641-1966

金光医院

博多区千代３丁目３－３３

651-2083

住吉クリニック

博多区千代４丁目１－３３西鉄千代県庁口ビル １Ｆ

651-8931

医）加藤神経科クリニック

博多区千代４丁目２１－１８

651-2610

藤原脳神経外科クリニック

博多区千代４丁目２９－２４三原第３ビル２Ｆ

633-3111

社）千代診療所

博多区千代５丁目１１－３８

651-0726

社）福岡医療団千鳥橋病院

博多区千代５丁目１８－１

641-2761

山口医院
医）古森病院

博多区相生町３丁目２－１０
博多区対馬小路９－１３

581-1079
291-3945

医）原三信病院

博多区大博町１－８

291-3434

森山循環器内科医院

博多区竹下２丁目１０－３０

431-0123

医）愛風会さく病院

博多区竹下４丁目６－２５

471-1139

山根医院

博多区竹下５丁目１６－２３

431-3376

石橋内科循環器科医院

博多区竹丘町２丁目４－１

581-0314

医）中尾小児科医院

博多区中呉服町１－１６

291-4325

医）原三信病院附属呉服町腎クリニック

博多区中呉服町１－２５

262-2828

医）冠 博多心臓血管病院

博多区中呉服町３－１５

283-1200

医）緑川内科循環器科医院

博多区中洲５丁目５－１９緑川ビル

291-0829

医社）ブックスＢＯＯＣＳクリニック福岡

博多区店屋町６－１８ランダムスクウェアビル

283-6852

医）相生会ピーエスクリニック

博多区店屋町６－１８ランダムスクウェアビル８F

283-7777

医）逢 博多いせがわ内科循環器内科

博多区店屋町８－２４九勧呉服町ビル２Ｆ

291-6600

ごんどう外科胃腸科クリニック

博多区東雲町２丁目１－１８

571-4358

医）かわはらだ循環器内科クリニック

博多区東月隈４丁目１－１７

580-8870

医）柏愛会林整形外科医院

博多区東月隈４丁目１－２０

503-2828

いなば耳鼻咽喉科

博多区東月隈４丁目２－５

580-8733

医）遊行会藤川メディケアクリニック

博多区東光２丁目２２－２５

432-6166

平野内科医院

博多区東光２丁目６－６第３フジクラビル １Ｆ

472-1818

結核予防会県庁内診療所

博多区東公園７－７福岡県庁行政棟地下

631-2180

木原内科クリニック
桑原医院

博多区東那珂1-14-46フォレオ博多2F
博多区東那珂１丁目１７－１１

409-3337
411-4647

あべ胃腸内視鏡・内科

博多区東那珂３丁目２－３０

710-6517

医）ほうち耳鼻咽喉科

博多区東那珂３丁目２－３０

292-7741

医）ながら医院

博多区東比恵３丁目２０－１

411-2358

医）増田耳鼻咽喉科医院

博多区東比恵４丁目４－１０

411-0845

医）オーピーティー東比恵内科

博多区東比恵４丁目４－８メモアール東比恵

441-2623

うちかど脳神経外科クリニック

博多区那珂１丁目２－３

477-2355

医）山口整形外科医院

博多区那珂３丁目１１－１５

411-3205

もんでん内科ハートクリニック

博多区那珂６丁目２５－２５－１

588-2201

古寺内科医院

博多区南八幡町２丁目３－１０

581-1716

矢野医院

博多区南本町２－１－７－２F

502-1854

医）亀田内科クリニック

博多区南本町２丁目１－９柊ビル２Ｆ

575-0071

医）濱整形外科医院

博多区南本町２丁目１－９柊ビル２Ｆ

502-0080

永島クリニック

博多区博多駅前１丁目１－１博多新三井ビル地下２Ｆ

482-5711

安藤内科

博多区博多駅前１丁目５－１

471-1110

医）朝日クリニック内科皮膚科

博多区博多駅前２丁目１－１福岡朝日ビル

411-2416

医）朝日クリニック富田耳鼻咽喉科医院

博多区博多駅前２丁目１－１福岡朝日ビル４Ｆ

441-9746

はかたペインクリニック外科・麻酔科

博多区博多駅前２丁目１－１福岡朝日ビル６階

474-2409

みぶ博多駅前クリニック

博多区博多駅前２丁目１７－１５ＮＰＣビル２Ｆ

292-1420

山下司内科クリニック

博多区博多駅前２丁目２０－１大博多ビル

431-2265

医）益田クリニック

博多区博多駅前２丁目２－１福岡センタービル５Ｆ

414-6813

さかもと内科クリニック

博多区博多駅前２丁目３－７シティ２１ビル２Ｆ

472-9477

山本診療所
九州総合診療クリニック

博多区博多駅前3-9-1
博多区博多駅前３丁目２５－２１博多駅前ビジネスセンター

414-7063
482-1600

メンタルヘルスケアクリニック博多

博多区博多駅前３丁目８－２０ヤシマ博多駅前ビル７F

433-8399

医）林眼科病院付属林内科クリニック

博多区博多駅前４丁目７－１３

431-3680

医）親愛ステーションクリニック

博多区博多駅中央街１－１デイトスアネックス

441-5446

医）のむら内科・神経内科クリニック

博多区博多駅中央街１－１新幹線博多ビル５F

402-0112

風の街よしだ外科・内科クリニック

博多区博多駅中央街５－１４－６Ｆ

473-1873

医）福岡桜十字桜十字博多駅健診ｸﾘﾆｯｸJRJP博多ﾋﾞﾙ

博多区博多駅中央街８－１ＪＲＪＰ博多ビル８Ｆ

260-9915

福岡大学博多駅クリニック

博多区博多駅中央街９－１KITTE博多ビル８Ｆ

435-1011

博多やすらぎクリニック

博多区博多駅東１丁目１２－１７

409-9735

やまぐち耳鼻咽喉科

博多区博多駅東１丁目１３－３１駅東サンシティビル３Ｆ

474-8189

医）博多駅東クリニック

博多区博多駅東１丁目１３－９いちご博多駅東ビル２Ｆ

473-9177

福岡合同庁舎診療所

博多区博多駅東２丁目１１－１

411-2900

医）こもたクリニック

博多区博多駅東２丁目１３－２９

472-5851

医）つくしクリニック

博多区博多駅東２丁目２－２博多東ハニービル

451-2174

医）礼正会かなみやクリニック

博多区博多駅南１丁目３－１１ＫＤＸ博多南ビル

432-0738

博多南ビル内科クリニック

博多区博多駅南１丁目３－１１ＫＤＸ博多南ビル４Ｆ

451-3030

博多ひのきクリニック

博多区博多駅南１丁目８－３４

477-7215

博多駅南とくながクリニック

博多区博多駅南３丁目１８－２

432-1097

医）櫻井会谷小児科医院

博多区博多駅南３丁目４－３７

431-5655

そえじま内科クリニック

博多区博多駅南４丁目９－２１

411-4321

伊東外科医院

博多区博多駅南５丁目１１－１６

431-7685

医）石田内科循環器科医院

博多区麦野１丁目２９－１５

581-1660

重松内科医院

博多区麦野４丁目３２－１５

571-4350

医）響会にしやま内科

博多区麦野４丁目４－６

502-0024

医）石橋内科医院

博多区麦野５丁目１－１０

571-5520

まつうら整形外科

博多区麦野６丁目２２－１０

558-5288

医）柿の樹会かきの脳神経外科・内科クリニック

博多区麦野６丁目２２－１１

558-9800

医）宝満メディカルさかい内科・内視鏡クリニック

博多区半道橋２丁目７－５０

482-3966

医療法人寛惠会がんこクリニック
医）古川医院

博多区板付1-5-9
博多区板付３丁目１４－２

260-8376
572-5955

ふるかわ内科クリニック

博多区板付３丁目１４－５

588-6611

平橋内科医院

博多区板付７丁目２－１

581-9357

医）幸雄会 古原医院

博多区比恵町１８－１

431-5622

矢住医院

博多区美野島２丁目１１－１６

451-0527

松藤医院

博多区美野島２丁目２６－３

431-4628

医）小野病院

博多区美野島３丁目５－２１

431-1788

とも整形外科スポーツクリニック

博多区豊１丁目４－３２

432-3025

藤木整形外科･内科･循環器科クリニック

博多区冷泉町５－２５

291-1360

博多診療所

中央区大手門2-2-5 アネスタービル1F

707-0707

六本松通りクリニック

中央区草香江2-1-6ATRIA六本松1F

738-5157

ひかりクリニック

中央区大名1-1-4-2F

717-1700

青木優美クリニック

中央区天神１－７－１１イムズ８階

717-5005

財）福岡県すこやか健康事業団福岡国際総合健診ｾﾝﾀｰ

中央区天神２丁目１３－７

712-7776

ケーズ皮膚科 美容皮膚科 天神院

中央区天神３－１－１ 天神フタタビル６F

980-4166

モビトレクリニック

中央区天神3丁目4-3 大隈ビル3F

722-3232

クリスタル医科歯科クリニック インターナショナル

中央区天神4-6-7天神クリスタルビル2Ｆ

751-8241

うえむら痛みのクリニック
伊崎内科神経科クリニック

中央区六本松2-3-6六本松SKビル3F
中央区伊崎９－６

717-5222
781-6616

医）ｴｲﾁ・ｼｰ・ﾕｰたけとみクリニック

中央区輝国２丁目１１－１３

736-5183

医）康正会けご病院

中央区警固１丁目１４－８

741-6074

野村クリニック

中央区警固１丁目６－２０

715-1971

医）ｴｲ･ｼﾞｲ･ｱｲ･ｴｲﾁ秋本病院

中央区警固１丁目８－３

771-6361

郁レディースクリニック

中央区警固２丁目１７－３０ソロンけやき通りビル３階

406-3019

古小烏耳鼻咽喉科医院

中央区警固３丁目３－２

731-4606

桜坂内科循環器科

中央区警固３丁目６－１

736-1700

福岡みなと在宅医療クリニック

中央区荒戸１丁目３－２０メゾンアクア３Ｆ

791-4860

医）水緑会有村内科クリニック

中央区荒戸１丁目５－２８

721-6679

和田クリニック

中央区荒戸１丁目６－７

732-8778

みぞかみ外科内科クリニック
医）萱島外科

中央区荒戸2-3-30ヘスティア大濠1Ｆ
中央区荒戸２丁目２－４０

737-7505
751-6886

医）光安整形外科

中央区荒戸２丁目３－２６

741-5093

ひろた内科クリニック

中央区荒戸２丁目４－１４サンクチュアリービル

738-8001

うめした内科クリニック

中央区荒戸３丁目１０－１１ヒルズ大濠館１Ｆ

771-6182

相良外科医院

中央区荒戸３丁目２－１２

781-5557

Rﾊﾟｰｸｻｲﾄﾞ皮ふ科

中央区荒戸3丁目4番20号パークサイドアイビー1F

717-9545

後藤小児科医院

中央区高砂１丁目１７－３３

531-3243

高木医院

中央区高砂１丁目１８－１０

526-7252

河野耳鼻咽喉科Ear Surgi Clinic

中央区高砂１丁目２１－２８

531-0281

下野クリニック

中央区高砂１丁目２２－１

531-4516

森レディースクリニック

中央区高砂１丁目４－３

521-5868

おだクリニック日帰り手術外科

中央区高砂１丁目８－８サンクス渡辺通

534-7507

三村かずお内科クリニック

中央区高砂１丁目８－８サンクス渡辺通

406-2600

ジェネラルクリニック福岡
森内科循環器科医院

中央区高砂2-8-12
中央区高砂２丁目１８－１２

526-0055
531-1958

なごみ泌尿器科クリニック

中央区黒門２－３１佐藤ビル２階

718-0753

中垣内科小児科医院

中央区今川１丁目２４－２７

741-7158

医）阿部医院

中央区今川１丁目２－６

741-7295

医）藤見胃腸科内科医院

中央区今川２丁目１－１５

741-3508

社医）大成会福岡記念ＰＥＴ・健診センター

中央区今川２丁目１６－１６

739-0110

天神総合クリニック

中央区今泉１丁目２２－２０－７０１

725-7117

権藤内科医院

中央区今泉２丁目５－２４ゴンドウビル２Ｆ

771-8850

宮城脳神経外科クリニック

中央区今泉２丁目５－２５ＫＧビル

714-3311

桜坂皮ふ科クリニック

中央区桜坂１丁目２－８桜坂メディカルビル３階

737-4112

医）畠山内科胃腸科クリニック

中央区桜坂１丁目３－３１

761-7453

桜坂中央外科医院

中央区桜坂２丁目１－４１

751-5914

医）はらぐち耳鼻咽喉科クリニック

中央区笹丘１丁目２２－２

738-8770

医財）博愛会博愛会病院

中央区笹丘１丁目２８－２５

741-2626

松本整形外科医院

中央区笹丘１丁目３４－２

781-6085

ふなこし内科・循環器内科

中央区笹丘１丁目４－１２

722-2754

医）梶山医院

中央区春吉２丁目１５－１８

731-2233

船越内科医院

中央区春吉２丁目２－１７

761-1912

医）和信会平野医院

中央区小笹２丁目１－５

531-1047

山本内科胃腸科クリニック

中央区小笹３丁目１１－１

522-5855

大西耳鼻咽喉科クリニック

中央区小笹４丁目１－４３

522-0024

とみた内科クリニック

中央区小笹４丁目４－５

707-2103

栗林内科循環器科

中央区小笹５丁目５－１８

525-3200

うえき医院

中央区清川１丁目９－２０テングッド渡辺通２階

791-9071

医）清健会内科小児科川嶋医院

中央区清川２丁目１２－２９

522-3281

医）守永クリニック

中央区清川３丁目１３－６

522-4321

内科循環器科末松医院

中央区清川３丁目１４－１０

531-2506

社医）青洲会堤病院

中央区清川３丁目１７－１１

531-3131

医社）清和会はちすが産婦人科小児科医院

中央区清川３丁目２０－９

531-0282

かんざき泌尿器科
山田内科クリニック

中央区赤坂１－１１－１２－２F
中央区赤坂１丁目１０－２３グレースイン赤坂ビル５Ｆ

725-9177
725-8005

医）赤坂田中整形外科

中央区赤坂１丁目１０－２６

771-7788

赤坂とも内科

中央区赤坂１丁目１１－１２赤坂井上ビル３Ｆ

791-5051

医）ＳＳＣ赤坂サージクリニック

中央区赤坂１丁目１４－３５－２Ｆ

718-7511

医）松嶋内科クリニック

中央区赤坂１丁目１５－２４

714-0461

医）星子整形外科医院

中央区赤坂１丁目７－６

712-8313

ふくだ内科

中央区赤坂２丁目２－４５－１０２

739-8065

医）川﨑胃腸科・内科クリニック

中央区赤坂２丁目６－１メルクリオけやき通り１Ｆ

736-5601

とみかわ医院

中央区赤坂３丁目１３－１

720-2550

石蔵病院

中央区赤坂３丁目２－１３

731-4848

富永内科甲状腺クリニック

中央区草香江１丁目１－１７

707-3093

ふくろのクリニック

中央区草香江１丁目８－３９

761-7273

医）愛成会東野産婦人科医院

中央区草香江２丁目２－１７

731-3871

医）田中内科クリニック

中央区大宮２丁目５－５

531-1002

大濠こどもクリニック

中央区大濠１丁目３－５サンリッチ大濠

739-8650

医）清涼会大濠パーククリニック

中央区大濠公園２－３５－２Ｄ

724-5520

森田クリニック

中央区大手門１丁目４－２１－２０１

751-1188

古森整形外科・外科医院

中央区大手門２丁目７－１５

741-4496

テレサ福岡天神ウィメンズクリニック

中央区大名１丁目２－５イル・カセットビル６階

718-7888

日浅レディースクリニック

中央区大名２丁目２－７大名センタービル２Ｆ

726-6105

ふくおか睡眠クリニック

中央区大名２丁目１０－２シャンボール大名Ｂ－１３０１

400-2007

赤坂おけだ糖尿病内科

中央区大名２丁目１２－９赤坂ソフィアビル

739-8115

医）入江内科医院

中央区大名２丁目４－２２新日本ビル２Ｆ

771-2223

公財）結核予防会福岡結核予防センター

中央区大名２丁目４－７

761-2544

医）雅岳会天神西通りクリニック

中央区大名２丁目６－１福岡国際ﾋﾞﾙ6F

738-6128

まちどり内科クリニック

中央区大名２丁目６－４０文學の森ビル

732-8800

医）いわさき一教クリニック

中央区大名２丁目７－１１齋藤ビル２Ｆ

781-3255

三宅漢方医院

中央区大名２丁目８－１８天神パークビル２F

716-9039

医）高山クリニック

中央区大名２丁目８－１肥後天神宝ビル５Ｆ

711-1612

医）大名よねくら小児科クリニック

中央区大名２丁目９－１８

751-1755

糖尿病ケアクリニック六本松
ｅｎ婦人科クリニック

中央区谷1-9-19-2F
中央区谷１丁目１２－３７六本松ＵＳビル４階

733-8761
791-2533

ふなこしレディスクリニック

中央区谷１丁目１３－５

751-2754

大庭医院

中央区谷１丁目１４－１９

731-3886

たかお整形外科

中央区地行３丁目１－２４

753-9119

かきうち耳鼻咽喉科クリニック

中央区地行４丁目１８－２１百道メディカルビル２Ｆ

718-3399

かきうち小児科

中央区地行４丁目１８－２１百道メディカルビル３０１号

406-3181

博多みずき眼科

中央区地行浜２丁目２－１マークイズ福岡ももち４階

834-4142

みなと内科クリニック

中央区長浜３丁目１１－３－２０１鮮魚市場会館２Ｆ

711-6900

後藤整形外科医院

中央区鳥飼１丁目５－４５鳥飼中央ビル１Ｆ

751-1301

医）平田内科胃腸科クリニック

中央区鳥飼１丁目５－４５鳥飼中央ビル１Ｆ

725-6778

医療法人ウエルライフアイさくらクリニック

中央区天神1-2-12-4F

738-8733

デイクリニック天神
医）ＳＳＣ天神耳鼻咽喉科

中央区天神1-4-2ｴﾙｶﾞｰﾗ7階
中央区天神１丁目１０－５第２明星ビル

753-6753
717-1105

大原内科クリニック

中央区天神１丁目１－１アクロス福岡ビル ４Ｆ

737-8778

医財）博愛会ウェルネス天神クリニック

中央区天神１丁目１４－４天神平和ビル４Ｆ

738-3335

あやすぎビルクリニック

中央区天神１丁目１５－６綾杉ビル７Ｆ

732-8873

医）井上内科医院

中央区天神１丁目２－３０

741-5658

いまりクリニック

中央区天神１丁目３－３８－３０１

725-8311

はやしだ内科クリニック

中央区天神１丁目３－３８天神１２１ビル３Ｆ

734-2211

医）ビジョナリーさぎやま泌尿器クリニック

中央区天神１丁目３－３８天神１２１ビル３Ｆ

720-3077

医）くまもとクリニック

中央区天神１丁目６－８天神ツインビル

737-5117

押領司内科クリニック

中央区天神１丁目６－８天神ツインビル５Ｆ

737-3401

ＹＳくまざわクリニック

中央区天神１丁目７－１１天神ＭＭビル

707-1111

医）野崎ウイメンズクリニック

中央区天神１丁目９－１７－６Ｆ福岡天神フコク生命ビル

733-0002

小野内科クリニック

中央区天神１丁目９－１７福岡天神フコク生命ビル６階

771-6679

医療法人ＤＳＡ天神セントラル皮膚科クリニック
医）親愛天神クリニック

中央区天神2-14-8福岡天神センタービル5F
中央区天神２丁目１２－１天神ビル３Ｆ

741-7222
721-3574

天神町診療所

中央区天神２丁目１３－７福岡平和ビル

741-2750

医)ふじのクリニック

中央区天神２丁目１４－８福岡天神センタービル５Ｆ

771-8960

脇元クリニック

中央区天神２丁目１４－８福岡天神センタービル５Ｆ

751-0010

医）岩﨑整形外科クリニック

中央区天神２丁目１４－８福岡天神センタービル５階

716-5816

林内科クリニック

中央区天神２丁目３－２天神アイエスビル

737-7277

医）村山内科医院

中央区天神２丁目４－２０

741-6550

朝日会館内科胃腸科クリニック

中央区天神２丁目８－４１朝日会館５Ｆ

781-3375

（医療法人英友会）すがはら天神クリニック
医）近藤リウマチ･整形外科クリニック

中央区天神3-4-9 2Ｆ
中央区天神３丁目１０－１１天神五十君ﾋﾞﾙ２F

718-0720
762-2380

医）鸛生会ＭＲしょうクリニック

中央区天神３丁目１０－１１天神五十君ビル６Ｆ

739-8688

医）二田哲博クリニック天神

中央区天神３丁目１－１天神フタタビル７階

738-1230

内科麻酔科原田医院

中央区天神３丁目２－２６天神原田ビル２Ｆ

741-0584

医）忠恕会胃腸科藤クリニック

中央区天神３丁目４－８天神重松ビル５Ｆ

762-1310

医）大串クリニック

中央区天神３丁目７－３１Ｎ天神ﾋﾞﾙ１Ｆ

712-6008

医）文月会クリニック・天神北

中央区天神４丁目４－３０天神西江ビル

752-2092

医）溝口外科整形外科病院

中央区天神４丁目６－２５

721-5252

医）クリスタルビルクリニック

中央区天神４丁目６－７天神クリスタルビル８Ｆ

725-8822

医）よこがわ内科クリニック

中央区天神５丁目７－７メディカルシティ天神２Ｆ

738-1020

上月クリニック

中央区渡辺通１丁目１－１サンセルコビル３Ｆ

731-0505

医）福田肛門外科医院

中央区渡辺通１丁目９－６

752-2527

医社）広仁会広瀬病院

中央区渡辺通１丁目１２－１１

731-2345

医）天神南江島医院

中央区渡辺通２丁目１－８２電気ビル北館

731-0766

医）佐田厚生会佐田病院

中央区渡辺通２丁目４－２８

781-6381

賴岡クリニック胃腸内科・内視鏡内科

中央区渡辺通２丁目６－１２八千代ビルＹＡ５５

707-3185

医）あさかぜ薬院内科循環器クリニック

中央区渡辺通２丁目６－１２八千代ビルＹＡ５５ ２Ｆ

738-0123

えんどう整形外科クリニック

中央区渡辺通２丁目６－１２八千代ビルＹＡ５５ ３Ｆ

737-7313

ふかみ乳腺クリニック

中央区渡辺通２丁目６－１２八千代ビルＹＡ５５ ４Ｆ

406-5323

医）福岡桜十字桜十字福岡病院

中央区渡辺通３丁目５－１１

791-1100

天神心療クリニック

中央区渡辺通４－１０－１０－２Ｆ

737-7373

渡辺通り田上内科クリニック

中央区渡辺通4丁目1-36Bivi福岡１階

751-7680

医）ひろメンタルクリニック
香江医院

中央区渡辺通５丁目１４－１２
中央区唐人町１丁目１２－１２

739-0303
741-3386

まち神経内科クリニック

中央区唐人町１丁目５－１

717-7272

唐人町ステーションクリニック

中央区唐人町１丁目６－１４

712-2551

みみ・はな・のどせがわクリニック

中央区那の川２丁目１０－２５メディカルガーデン平尾

533-8739

医）山田整形外科

中央区那の川２丁目５－９平尾Ｙ＆Ｈビル

534-7510

医）たけうち六本松足と心臓血管クリニック

中央区梅光園１丁目１－１１

707-3828

武田医院

中央区梅光園１丁目２－６

713-6082

ししめ内科医院

中央区梅光園１丁目３－７

712-1185

梅光園田中たもつクリニック
医）あんどう小児科医院

中央区梅光園2-7-6
中央区梅光園２丁目１０－２０

215-1435
734-1189

社福）天寿会もろくまクリニック

中央区梅光園３丁目４－１

737-2121

福泉医院

中央区白金１丁目１８－８

531-0908

医）心信会池田バスキュラーアクセス･透析･内科

中央区白金１丁目２０－３紙与薬院ビル１Ｆ・２Ｆ

526-4810

植木外科クリニック

中央区白金２丁目１１－９CR福岡ビル

534-5200

林産婦人科医院

中央区白金２丁目３－１４

521-8520

医）九州画像診断クリニック

中央区舞鶴１丁目１－７全労済モルティ天神ビル１Ｆ

737-4830

御所ヶ谷ホームクリニック

中央区舞鶴１丁目６－１ラフォーレ舞鶴２階

739-8525

ヒロクリニック
医）東風会まいづる内科クリニック

中央区舞鶴2-2-6-3F
中央区舞鶴３丁目２－１ＤＳ福岡ﾋﾞﾙ2F

718-3888
751-2345

医）後藤けんクリニック

中央区舞鶴３丁目６－１７

714-3252

医）後藤クリニック

中央区舞鶴３丁目６－１７

714-3250

社会福祉法人寿福祉会 福浜中央クリニック

中央区福浜２丁目１番３号

761-5115

医）佐藤クリニック

中央区平尾２丁目１９－１０

521-4361

医療法人 優美会 C5クリニック翠之杜

中央区平尾２丁目２０－４０－１F

521-2031

医）にゅうわ会及川病院

中央区平尾２丁目２１－１６

522-5411

医）別府外科医院

中央区平尾２丁目３－１４

531-3502

医）西村胃腸内科

中央区平尾２丁目５－８ラクレイス平尾ステーション３Ｆ

523-6150

宮瀬内科クリニック

中央区平尾２丁目６－３
中央区平尾３丁目７－１６

526-0200
534-0088

平尾山病院

中央区平尾5-4-21
中央区平尾５丁目２２－１８

534-3477
531-7322

今井医院

中央区平尾５丁目３－７

531-1987

まえだ平和内科クリニック

中央区平和5-6-18 ﾚｲﾝﾎﾞｰﾋﾞﾙ平和1F
中央区平和５丁目１０－２

522-6577
534-8711

医）桃源堂薬院高橋皮ふ科クリニック

中央区薬院１丁目５－１1

737-1881

医）明和会スポーツ・栄養クリニック

中央区薬院１丁目５－６ハイヒルズビル１Ｆ

716-5550

鄭脳神経外科クリニック

中央区薬院１丁目５－６ハイヒルズビル４Ｆ

732-6600

医）一誠会河野医院

中央区薬院１丁目９－８

716-3000

岡部・浦川クリニック

中央区薬院２丁目１３－１０ルブラン薬院

751-2462

医）愛生会三宅内科クリニック

中央区薬院２丁目５－１５

741-2705

医)高邦会福岡中央病院

中央区薬院２丁目６－１１

741-0300

医）松尾小児科医院

中央区薬院３丁目１１－８

521-7277

占部医院

中央区薬院３丁目７－２８

531-6809

医）健康長寿会薬院浄水クリニック

中央区薬院４丁目１０－４０ 嗣ビル

534-1315

ひさとみ内科クリニック

中央区薬院４丁目１－１２－３Ｆフォルトゥーナ薬院

753-7676

医）迫内科循環器科クリニック

中央区薬院４丁目１－２６薬院大通センタービル弐番館205号

533-5230

整形外科浄水通りクリニック

中央区薬院４丁目１－２７薬院大通センタービル壱番館212号

533-5331

城南医院

中央区薬院４丁目６－９

531-7031

ちこ皮フ科医院

中央区六本松2-3-21

737-2512

はまのうえ内科
福岡浦添クリニック

中央区六本松2－3－21 ルポ六本松1F
中央区六本松２丁目１２－１９ＢＣＣビル９階

738-1350
737-2111

じんぼこころのクリニック

中央区六本松２丁目３－６六本松ＳＫビル２Ｆ

739-6200

六本松漢方内科

中央区六本松２丁目３－６六本松ＳＫビル２Ｆ

738-5002

六本松ひとみ泌尿器科

中央区六本松２丁目３－６六本松ＳＫビル３Ｆ

737-7530

島松循環器内科クリニック

中央区六本松２丁目８－２エムエスビル１Ｆ

714-2220

しまだ内科・循環器クリニック

中央区六本松４丁目２－２

717-6771

医）とよしまファミリークリニック

中央区六本松４丁目８－１５

771-8858

六本松中垣クリニック

中央区六本松４丁目９－３０

731-4775

とじたま甲状腺・糖尿病クリニック

南区大橋1-9-16Ｌｅｎｔｅ ＦＵＫＵＯＫＡ ２Ｆ

554-1100

医療法人飛梅会 福岡南透析クリニック

南区野多目1丁目3-3

554-3030

医療法人 堺整形外科医院 福岡糖質制限クリニック

南区向新町1-13-43

557-1201

野多目まつおかクリニック
医）西田内科消化器科医院

南区向新町1-14-33
南区井尻２丁目２０－１１

557-8050
581-2228

医）成冨整形外科クリニック

南区井尻２丁目２０－８

585-3100

医）真祥会吉永脳神経外科クリニック

南区井尻２丁目２２－５

587-1515

こじま内科クリニック

南区井尻３丁目１２－３０

581-0323

医）竹本整形外科・眼科クリニック

南区井尻３丁目１３－１４

582-8858

医）府川医院

南区井尻３丁目１４－２５

584-3210

長沢医院

南区井尻５丁目１２－３０

581-0063

馬場外科医院

南区井尻５丁目２５－１７

591-3412

吉兼内科クリニック

南区塩原１丁目４－２１

554-3500

杉田医院

南区塩原２丁目２－１７

551-8872

医）恵臣会吉村内科
医療法人 せと山荘クリニック

医）かわのキッズ・クリニック

医）井上内科小児科医院

南区塩原３丁目１６－２９

541-6194

医）紫雲会桃崎レディースクリニック

南区塩原３丁目１７－５パストラルミキ

557-2111

九州中央病院

南区塩原３丁目２３－１

541-4936

医）ごうだ神経内科医院

南区塩原３丁目２４－２６ビラージュ大長 ２Ｆ

554-2020

おがた内科・こどもクリニック

南区横手２丁目１８－１５

581-0212

大里腎クリニック

南区横手２－１８－１６

502-7714

安藤レディスクリニック

南区横手２丁目３－１

501-1522

むらおかホームクリニック

南区横手２丁目３２－５

985-1980

矢田部内科循環器科医院

南区横手２丁目３８－２０

583-6796

清水クリニック

南区横手２丁目８－７

502-6767

徳永内科医院

南区横手３丁目４０－２

593-1600

医）弘仁会筑紫診療所

南区横手南町３－２６

571-4332

野口内科クリニック

南区屋形原４丁目１７－１５

565-1019

独立行政法人国立病院機構福岡病院

南区屋形原４丁目３９－１

565-5534

いとう循環器内科クリニック

南区花畑１丁目４５－３４

554-1360

松田整形外科

南区花畑１丁目４５－３４

554-6001

医)しばた内科クリニック

南区花畑２丁目３２－１８

565-3148

医）田口外科クリニック

南区花畑３丁目３３－１０

565-1026

山下整形外科医院

南区玉川町１８－７

511-5046

医）やの内科胃腸科クリニック

南区玉川町５－１９

512-7560

医）優誠会けやごう内科・胃腸内科クリニック

南区警弥郷１丁目１７－１３

513-5811

佐藤外科総合クリニック

南区警弥郷１丁目１７－１５

581-3893

医）敬愛会古賀医院

南区警弥郷１丁目４－１５

585-7711

医）南島整形外科

南区警弥郷３丁目２－３

581-0033

竹山ファミリークリニック

南区五十川２丁目２６－５

558-2152

社医）喜悦会那珂川病院

南区向新町２丁目１７－１７

565-3531

あおみ小児科医院

南区向野１丁目１９－２７サンシャイン野間１Ｆ

555-5016

長浜クリニック

南区向野２丁目５－７メディカルパーク大橋２Ｆ

408-7222

小林内科小児科糖尿病内科医院

南区高宮１丁目９－２６

521-7977

山崎内科クリニック

南区高宮３丁目１９－５

531-5371

医）ほうゆう おおた内科消化器科クリニック

南区高宮３丁目２－１８

533-5123

医）やなせ内科医院

南区高宮５丁目１８－４

554-5180

医）緑心会福岡保養院

南区高木１丁目１７－５

431-3031

医）信和会福岡信和病院

南区皿山２丁目１－５３

557-1877

岡本医院

南区皿山２丁目３－１９

541-0971

岡本内科胃腸科医院

南区皿山４丁目２－４

511-5991

医）楳木医院

南区三宅１丁目１３－１６

551-1375

こうだ内科クリニック

南区三宅２丁目１０－３１

551-6412

医）専心会木村専太郎クリニック

南区三宅３丁目１６－１８ﾊﾟｰｸｻﾝﾘﾔﾝ大橋A-101

554-8800

しらつち耳鼻咽喉科

南区三宅３丁目１６－２６

554-8717

医）寺沢病院

南区市崎１丁目１４－１１

521-1381

松岡内科胃腸科クリニック

南区市崎１丁目９－１２

521-0854

医）松田脳神経外科クリニック

南区寺塚１丁目１７－１０

511-0500

医）勢成会井口野間病院

南区寺塚１丁目３－４７

551-5301

社）ほほえみ会寺塚クリニック

南区寺塚２丁目２０－１

554-7005

みみ・はな・のどせがわクリニック若久通り

南区若久１丁目１－５

554-3328

ミディ漢方医院福岡

南区若久１丁目３０－２ルミエールうちやま２０２

555-8012

医）恵光会原病院

南区若久２丁目６－１

551-2431

医）友医会牛尾医院

南区若久４丁目５－３

541-3757

内科循環器科田代医院

南区若久５丁目１－５

541-3208

ほんだすみこ皮膚科

南区若久５丁目２４－１０

542-5035

医）慈光会若久病院

南区若久５丁目３－１

551-2231

うらた整形外科クリニック

南区若久６丁目８－１

557-4141

にしだ整形

南区清水１丁目７－１４

557-3500

たかた内科医院

南区清水３丁目２０－２９

512-7786

木下内科循環器科医院

南区西長住１丁目９－５０

552-1100

しまだハートクリニック

南区西長住２丁目２３－８

551-1510

くすの木クリニック
医）植田クリニック

南区大橋1-7-12森藤第1ビル2階
南区大橋１丁目１４－５ＴＡＫＥ－１ビル

562-7234
552-0625

医）竹内皮膚泌尿器科医院

南区大橋１丁目１５－５

551-0966

医）浦門整形外科医院

南区大橋１丁目１７－１３

561-6451

医社）たけや内科胃腸科医院

南区大橋１丁目２１－１０

512-2731

医）かじクリニック

南区大橋１丁目２－８レーベント大橋２Ｆ

542-0084

医）ラ・グランメール すどうクリニック

南区大橋１丁目４－１０2F

551-0719

医）くろかわみちこ小児科クリニック

南区大橋１丁目４－２４Ｓ．フォンティーヌ大橋２Ｆ

557-2555

医）光竹会大橋ごう脳神経外科･脳神経内科クリニック

南区大橋１丁目９－１６ＬＥＮＴＥ ＦＵＫＵＯＫＡ

511-5219

ひろ乳腺クリニック

南区大橋１丁目９－１６ＬＥＮＴＥ ＦＵＫＵＯＫＡ

561-8255

しもむら内視鏡クリニック

南区大橋１丁目９－１６ＬＥＮＴＥ ＦＵＫＵＯＫＡ ４Ｆ

554-5855

つちや内科循環器内科クリニック

南区大橋２丁目２－１７

557-1121

菅原内科医院

南区大橋２丁目３－２０

541-5494

医）ひのでクリニック

南区大橋３丁目２５－３２

541-5341

藤田整形外科医院

南区大橋３丁目３１－１９奥山ビル

561-2811

医）樫仁会おおはらクリニック

南区大橋４丁目２１－３

552-4633

上田整形外科・外科医院

南区大橋４丁目２４－３８

551-2661

医）大山小児科医院

南区大橋４丁目２４－４０

541-4554

医）三井島内科クリニック

南区大橋４丁目２５－３０ﾍﾞﾙｴｰﾙ大橋

562-8871

ひめの胃腸内科クリニック

南区大橋４丁目２７－４

559-5211

木村耳鼻咽喉科医院

南区大橋４丁目６－９

511-3333

医）しみずクリニック

南区大橋４丁目９－１６

562-0075

医）おおはし内科循環器内科医院

南区大橋団地４－７

512-5225

医社）誠仁会夫婦石病院

南区大字桧原８５３－９

566-7061

医）村上こどもクリニック

南区大池１丁目１５－２６

511-1165

社）千鳥橋病院附属大楠診療所

南区大楠１丁目１７－７

531-9407

医療法人 兎月会如月福岡クリニック
華笑クリニック

南区大楠1丁目32-14-4F
南区大楠２丁目１０－９

535-2500
533-6523

医）ものわすれメンタルクリニック

南区大楠２丁目１５－２８

534-5151

医）ふみもり皮ふ科

南区大楠２丁目３－１０寿ビル２Ｆ

791-5512

医）よしなり内科クリニック

南区大楠２丁目３－１０寿ビル３Ｆ

525-3111

医）光竹会平尾ごう脳神経外科クリニック

南区大楠２丁目８－２９

534-5219

さわやま内科・総合診療クリニック

南区大楠２丁目８－２９

534-6590

福岡赤十字病院

南区大楠３丁目１－１

521-1211

医）青見内科胃腸内科クリニック

南区大楠３丁目１７－２１

531-1889

大石整形外科眼科クリニック

南区大楠３丁目２５－１

521-2250

医）髙橋医院大平寺の森クリニック

南区大平寺２丁目１３－３０

567-8802

もりや耳鼻咽喉科

南区中尾２丁目３－２５サンライズ恵比寿

554-7833

医）光生会かなざわクリニック

南区中尾３丁目３７－２０

551-3883

医）弘青会とみざわクリニック中尾

南区中尾３丁目４－６

511-6696

うちだ内視鏡・内科クリニック

南区中尾３丁目４７－２

554-1066

医）野口整形外科・外科医院

南区長丘１丁目１－１０

551-1578

医）藤見内科医院

南区長丘１丁目１７－２２

512-8383

医）四つ葉四つ葉在宅クリニック

南区長丘２丁目１２－２４

710-1300

医）鳳鳴会吉田醫院

南区長丘３丁目２０－１８鳳鳴ビル1F

559-8234

ささぐり内科循環器科クリニック

南区長丘３丁目３－８JGMﾛｲﾔﾙﾋﾙｽﾞ長丘の杜1F

512-8378

なかむら内科・外科クリニック

南区長丘３丁目９－６

555-7272

医）森永外科医院

南区長丘４丁目９－５

512-6333

医）長丘五丁目クリニック

南区長丘５丁目２８－１０

541-0055

医）漱流会佐藤クリニック

南区長住１丁目９－１５

553-7175

医）ふくだ内科循環器・糖尿病内科

南区長住２丁目１－１１

552-1122

医）明幸会長住医院

南区長住２丁目１５－１５

551-3410

うめ野消化器・肛門科・外科クリニック

南区長住３丁目１－２７

554-2878

みはら整形外科

南区長住４丁目１－４
南区長住５丁目１１－２５

554-7200
511-6350

医）やない小児科クリニック

南区長住７丁目４－２１

551-6333

医）かめい内科クリニック

南区長住７丁目５－２３

541-2460

医）四つ葉会おやま内科クリニック

南区鶴田２丁目２２－１２

566-7272

もとむら小児科医院

南区鶴田３丁目１０－３

565-1711

医）うえのやま整形外科リウマチ科

南区鶴田４丁目８－５

565-2481

山茶花在宅クリニック

南区那の川２丁目３－３０

524-2224

林クリニック

南区南大橋２丁目８－１

551-8849

医社）賢寿会井上小児科医院

南区柏原１丁目１－２１

565-2836

村重クリニック

南区柏原４丁目１０－２４

567-9350

医）永野医院

南区柏原６丁目１９－２６

565-4822

みやにし整形外科リウマチ科

南区桧原３丁目１３－１７

564-1123

田中医院

南区桧原３丁目２２－２０

565-5121

医）ひのき会ひのき診療所

南区桧原７丁目２－６

566-6123

原内科胃腸科
医）すみい婦人科クリニック

南区平和1丁目2-24ﾒﾃﾞｨｶﾙﾋﾞﾙ ﾙﾐﾅﾝｽ平尾3F
南区平和１丁目２－２４メディカルビルルミナンス平尾

534-1189
534-2301

ありた整形外科

南区平和１丁目２－２４メディカルビルルミナンス平尾３階

534-8060

医）南 昌江内科クリニック

南区平和１丁目４－６

534-1000

医）近藤整形クリニック

南区平和１丁目６－５６

524-7663

医）福田皮ふ科野間四ッ角クリニック

南区野間１丁目１１－３１ｸﾛｯｻM's207

552-1112

医）たかやま内科医院

南区野間１丁目９－２０

551-5403

医）くがクリニック

南区野間１丁目９－８

541-2335

医）城島整形外科医院

南区野間２丁目１－６

551-1120

産婦人科・麻酔科東原クリニック

南区野間３丁目２２－３４

554-8111

医社）村山循環器科内科医院

南区野間３丁目３－６

541-0126

医）中村博整形外科医院

南区野間４丁目１８－２６

554-1700

山口皮膚科医院

南区野間４丁目２－１０

511-3305

医）加野小児科医院

南区野多目１丁目１１－６

554-6755

医）有仁会きもつき呼吸器内科クリニック

南区野多目１丁目２－２４

552-8778

医）弘青会とみざわクリニック大池

南区柳河内１丁目２－１２

553-7890

医）上瀧内科医院

南区柳瀬１丁目１９－１８

581-2202

医）ユニタクリニック

南区老司１丁目２７－１２

564-6001

医）小田辺内科医院

南区老司２丁目２０－３１

565-8311

医）上田内科医院

南区老司２丁目２３－８２

565-2566

医社）照和会西岡病院

南区老司２丁目３－３４

565-5651

医社）相和会中村病院

南区老司３丁目３３－１

565-5331

医）原内科・放射線科医院

南区老司４丁目２－８

567-7211

佐伯医院

南区和田１丁目４－１８

551-7660

まつもと小児科

南区曰佐４丁目２３－１７

589-5373

医）野上耳鼻咽喉科医院

医）重喜会白浜病院

南区曰佐４丁目３９－２０

591-8171

医）光川会福岡脳神経外科病院

南区曰佐５丁目３－１５

558-0081

医）ＡＴＨもとむらクリニック

城南区干隈２丁目８－２８

404-1584

医）たけだ耳鼻咽喉科医院

城南区金山団地５０－１

872-5533

笠外科胃腸内科医院

城南区荒江１丁目２３－２１

841-1211

医）金谷内科クリニック

城南区荒江１丁目２５－１０ﾛｲﾔﾙﾏﾝｼｮﾝｸﾞﾗﾝﾃﾞ荒江101号

841-4023

医）平田耳鼻咽喉科医院

城南区荒江１丁目２８－２０

851-9764

医）まつもと胃腸内科

城南区七隈３丁目４－２３

864-1122

医)すがお内科クリニック

城南区七隈４丁目１１－３

801-6003

尾野医院

城南区七隈４丁目３－８

871-3753

医）真心会むらやま泌尿器科クリニック

城南区七隈７丁目２－１

874-0020

医）村田整形外科医院

城南区七隈７丁目５－２８

861-3060

医）格心会晴明病院

城南区七隈８丁目２０－１０

871-5573

医）松山診療所

城南区松山２丁目８－５

874-5123

さかき内科胃腸科クリニック

城南区神松寺１丁目２－３０

862-7622

ホワイト花満クリニック

城南区神松寺２丁目１０－３

801-8739

杉田脳神経外科クリニック

城南区神松寺２丁目１２－６

874-1170

はたなか皮ふ科・ひ尿器科クリニック

城南区神松寺２丁目１６－８

874-5331

医）佐田整形外科病院

城南区神松寺２丁目１９－２

864-6556

医）しんどう小児科医院

城南区神松寺３丁目２２－２８

865-7100

医）上川路クリニック

城南区茶山１丁目１－１２

851-5222

おだ内科クリニック

城南区茶山１丁目６－１０第2茶山ﾋﾞﾙ1F

822-1651

ほりた内科・透析クリニック

城南区茶山１丁目６－１サンカルナ福岡城南１Ｆ

407-0088

医）しぶえ皮ふ科クリニック

城南区茶山２丁目１３－２１

841-4112

医）英内科クリニック

城南区茶山２丁目１５－１

873-2200

トータルケアやまさきクリニック

城南区茶山４丁目１４－１５

407-1288

医）進藤整形外科クリニック

城南区茶山５丁目２－６

866-1660

医）さかい内科循環器クリニック

城南区長尾１丁目１３－２３－１

863-0002

しげた消化器科・外科医院

城南区長尾１丁目１９－１

865-6655

なかむら整形

城南区長尾１丁目－１９－７

874-5111

矢野整形外科クリニック
せき小児科・アレルギー科クリニック

城南区長尾２丁目４－１３
城南区長尾２丁目７－２０

533-1131
534-5111

かわなみ内科

城南区長尾３丁目２７－１

534-4171

Manna&Babyこどもクリニック

城南区長尾４丁目６－１７

866-8800

肛門科コロプロクリニック

城南区長尾４丁目６－２０

871-4814

のみやま整形外科クリニック

城南区長尾５丁目２８－１９

873-6500

医）明寿会明石内科医院

城南区鳥飼５丁目１９－１２

821-2903

医）ヒュギエイアかとうクリニック

城南区鳥飼５丁目４－１２

832-8558

医社）弘医会福岡鳥飼病院

城南区鳥飼６丁目８－５

831-6031

医）平川耳鼻咽喉科クリニック

城南区堤１丁目１－１

865-1287

医）悠煌会志田整形外科リウマチ科

城南区堤１丁目１１－１８

874-0770

エンゼルマタニティクリニック

城南区堤１丁目１３－３１

863-1115

医）鈴木内科医院

城南区堤２丁目１１－１６

871-3008

とうじょう内科・循環器クリニック

城南区田島１丁目１５－５９

836-7207

医）にしぞの耳鼻咽喉科クリニック

城南区田島３丁目１９－５

834-0002

医）横山内科医院

城南区田島４丁目２２－４０

862-0550

医社）明正会城南耳鼻咽喉科アレルギー科クリニック

城南区東油山１丁目２－２２

874-8333

医）つのだ泌尿器科医院

城南区東油山１丁目３－３０

863-9717

東油山クリニック

城南区東油山１丁目３－８

407-3412

小舘医院

城南区東油山１丁目８－１２

861-3600

医）堀之内胃腸科内科医院

城南区東油山２丁目３－７

861-5111

山下循環器内科医院

城南区東油山２丁目７－１８

801-7731

医）いこいの森 いこいの森クリニック

城南区東油山６丁目１９－２３

866-1666

くまの整形外科スポーツ＆肩クリニック

城南区南片江１丁目２９－２５

874-7007

在宅療養支援クリニックここはる

城南区南片江２－８－６

400-1222

医社）江頭会さくら病院

城南区南片江６丁目２－３２

864-1212

医）あらせ内科

城南区梅林１丁目１９－３グリシーヌ梅林１Ｆ

861-6011

瀬戸循環器内科クリニック

城南区梅林２丁目２７－１３

874-1877

医）原クリニック

城南区梅林４丁目２１－２３

872-7007

石橋医院

城南区樋井川１丁目２４－２６

873-3211

医）江下内科クリニック

城南区樋井川１丁目６－２６

871-2225

医）恒愛会りょうすけ内科外科

城南区樋井川２丁目９－１５

865-2700

たしろ代謝内科クリニック
医社）博和会武元内科クリニック

城南区樋井川3-5-11
城南区樋井川３丁目１７－６

287-3861
512-5830

医）市田胃腸クリニック

城南区樋井川３丁目２０－１０

557-8181

医）順和長尾病院

城南区樋井川３丁目４７－１

541-2035

医）高宮外科内科医院

城南区樋井川６丁目１５－１

861-0001

医）井上四郎小児科医院

城南区樋井川６丁目３３－１５

863-4031

医）和浩会安藤病院

城南区別府１丁目２－１

831-6911

医）内田こどもクリニック

城南区別府１丁目２１－２１

844-2730

やまぐち整形外科

城南区別府2-16-21
城南区別府２丁目２０－４６－１０１

407-2626
821-0865

医）西南泌尿器科クリニック

城南区別府３丁目１－６

852-2131

医）かわもと胃腸内科クリニック

城南区別府３丁目２－３３

851-6010

かく耳鼻咽喉科

城南区別府３丁目３－１４第２三勇ビル２Ｆ

846-0100

はつき心療クリニック

城南区別府３丁目９－３４－１０１

822-3237

にしのクリニック

城南区別府４丁目１－２５

834-5898

医）酒井循環器内科消化器内科

城南区別府４丁目４－４サン別府ビル

821-7408

医）敬天会武田病院

城南区別府４丁目５－８

822-5711

内藤胃腸科・外科クリニック

城南区別府７丁目７－３０

845-7110

医）松寿会松永病院

城南区片江１丁目４－３８

861-6886

医）爽々会馬場内科

城南区片江２丁目１７－１２

866-1151

田中宏明内科胃腸科クリニック

城南区片江４丁目１－６

864-0007

医）一華会てらお皮ふ科・アレルギー科クリニック

城南区友丘３丁目２－１０

874-2512

ふじもとクリニック
医）めぐみ胃腸科外科医院

早良区昭代3-5-20
早良区賀茂２丁目２１－１８

407-0970
865-4321

医）そう内科医院

早良区賀茂２丁目２６－１８

863-5266

山本外科胃腸科医院

早良区賀茂２丁目６－３８

871-1101

医療法人よしだクリニック
医）誠和会牟田病院

早良区賀茂４丁目２８－１９
早良区干隈３丁目９－１

866-2345
865-2211

医）宏仁会干隈すみれ内科クリニック

早良区干隈５丁目３０－５

801-3222

医）健恵会酒井胃腸内科・内科クリニック

早良区原１丁目３０－３６

832-3131

医）研和会北島内科医院

早良区原１丁目６－５

851-7030

西内科医院

早良区原３丁目８－２３

831-6181

つづきクリニック

早良区原４丁目４－１５

831-7781

医）案浦クリニック

早良区原５丁目２２－１３

821-6458

高橋内科循環器科クリニック

早良区原５丁目２－２ライフピア原２Ｆ

823-1171

まつおクリニック

早良区原５丁目３－６

833-0333

医療法人 紫陽ここからクリニック

早良区原6-29-39
早良区原６丁目２３－３０

833-2939
833-5323

だい小児科内科医院

医）ちはら内科医院

吉住内科医院

早良区原６丁目２９－１０

862-0688

池田耳鼻咽喉科医院

早良区原６丁目２９－１６

851-8610

藤・レディースクリニック

早良区原７丁目１４－３５トニーコート弐番館１－Ａ

874-7711

医）おがた整形外科医院

早良区原７丁目４－１８

863-5337

医）三仁会フジタ内科･消化器科医院

早良区原７丁目４－７

865-5775

啓林堂クリニック

早良区原８丁目２－２６

873-7877

医）盛和会神代医院

早良区荒江２丁目１５－１０

822-3533

医）畑間内科クリニック

早良区荒江２丁目６－１１

844-7667

かわの医院

早良区荒江２丁目９－１３ベルコモン荒江２Ｆ

831-7500

医）つつみ整形外科クリニック

早良区荒江２丁目９－１４セラフィン西新南１Ｆ

846-3343

医）きよまつ小児科医院

早良区荒江３丁目１１－２４

821-6392

医）上月内科医院

早良区荒江３丁目１５－２１

821-0188

医）太田整形外科クリニック

早良区高取１丁目１－２１

847-3633

高木胃腸科内科医院

早良区高取１丁目１－５３西新ビル

851-4587

医）あきもとこどもクリニック

早良区高取１丁目２８－２４

852-2570

高取レディスクリニック

早良区高取１丁目３－２０ファインガーデン高取

833-2390

医）久信会大神内科クリニック

早良区高取１丁目３－２０ファインガーデン高取２０４

821-0053

牧内科クリニック

早良区高取２丁目１７－４３シティハイツ藤崎２０２号

843-2257

医）牟田口整形外科医院

早良区四箇１丁目６－１

812-0088

医）康栄会 菅医院

早良区四箇６丁目１４－５

812-3105

みたに内科循環器科クリニック

早良区四箇６丁目６－３１

812-2111

医）ＦＡＡおおつかクリニック

早良区次郎丸２丁目１０－４３次郎丸クリニックビル

874-8171

医）延命堂やすだクリニック

早良区次郎丸３丁目２２－８

407-5000

医療法人爽生会つのだ耳鼻咽喉科クリニック
医）やまさき脳神経・内科クリニック

早良区次郎丸4-9-11
早良区次郎丸４丁目９－１０

874-4133
874-0102

医）黒田整形外科医院

早良区次郎丸５丁目７－９

872-1024

医）武田内科

早良区室見１丁目１０－８

845-0865

室見クリニック

早良区室見１丁目１２－１

821-2118

医）たかき あいここどもクリニック

早良区室見２丁目１２－２

821-4621

たけいち内科胃腸クリニック

早良区室見２丁目１５－２７

852-1117

田北メモリーメンタルクリニック

早良区室見５丁目１３－８

832-6025

やまさき小児科

早良区重留７丁目１８－２

872-8030

清蓮クリニック
医）わたなべ小児科

早良区重留7丁目5-1
早良区曙１丁目５－２５

407-3571
832-8228

医）平野内科消化器科医院

早良区曙２丁目１－７

831-3331

なら林内科・循環器科医院

早良区小田部１丁目１３－７

841-5888

医）犬丸医院

早良区小田部１丁目６－５

831-3762

ようこ皮ふ科

早良区小田部３丁目１７－２３

707-5327

加来内科・消化器科医院

早良区小田部４丁目１９－５

841-3811

医）宮脇クリニック

早良区小田部４丁目４－１

841-3636

医）八田内科医院

早良区小田部４丁目７－１３

843-4711

医）優人会こたべ整形外科クリニック

早良区小田部５丁目７－７

833-3055

医）原信会原口病院循環器科内科

早良区小田部６丁目１１－１５

822-0112

小児科・アレルギー科かねみつクリニック

早良区小田部７丁目１０－１５

844-4778

井林眼科クリニック

早良区小田部７丁目１９－１２

404-5760

うどうクリニック形成外科

早良区昭代１丁目１－１

821-6137

うめい内科医院

早良区昭代３丁目５－１５

822-7555

まことクリニック

早良区昭代３丁目７－４０ＳＪＲ高取１Ｆ

846-5225

川原クリニック

早良区城西１丁目５－２５

831-6660

医）三恵外科医院

早良区城西２丁目６－２１

841-0114

鶴内科医院

早良区城西３丁目１７－２０ｸﾗｼｵﾝ西新1F

831-7115

医）たさき小児科クリニック

早良区星の原団地３２－２

872-1455

生野リウマチクリニック

早良区西新１丁目１０－２７－１Ｆ

833-8030

社医）大成会福岡記念病院

早良区西新１丁目１－３５

821-4731

武石クリニック
医）医王光徳会フカガワクリニック

早良区西新1丁目4-28
早良区西新２丁目７－８ラクレイス西新２Ｆ

841-0121
845-6105

吉村病院

早良区西新３丁目１１－２７

841-0835

谷皮膚科医院

早良区西新３丁目２－３レインボービル２Ｆ

821-3272

福田心臓血管クリニック
中手内科クリニック

早良区西新4-9-35真栄ビル４Ｆ
早良区西新４丁目３－２２ＥＬＫビル５Ｆ

834-7678
845-2727

医）松本小児科医院

早良区西新４丁目８－１６

821-6335

医）城谷内科医院

早良区西新４丁目８－２８

841-2411

田中じゅんこ乳腺クリニック

早良区西新４丁目９－３５真栄ビル

852-7997

医）稲村脳神経外科クリニック

早良区西新４丁目９－３５真栄ビル２Ｆ

844-5000

医）松口整形外科クリニック

早良区西新４丁目９－３５真栄ビル３Ｆ

844-1881

医）本多耳鼻咽喉科医院

早良区西新５丁目１－３３

851-9893

医）山口内科医院

早良区西新５丁目１４－４５

821-2448

ささき内科・糖尿病クリニック

早良区西新５丁目１５－１３

821-3500

福岡大学西新病院

早良区祖原１５－７

831-1211

社医)福西会介護老人保健施設さわら老健センター

早良区早良１丁目１－６０

804-7716

社医）福西会福西会南病院

早良区早良１丁目５－５５

804-3300

医)北口内科消化器科医院

早良区田隈２丁目３４－１８

864-5511

福岡歯科大学医科歯科総合病院

早良区田村２丁目１５－１

801-0411

医）白石整形外科医院

早良区田村４丁目２８－２６

865-0520

医）浦クリニック

早良区田村４丁目２９－６

874-3030

おばた内科クリニック

早良区田村５丁目１６－３８

874-5630

医）石西整形外科医院

早良区田村５丁目２－１

863-2122

中野こどもクリニック

早良区田村６丁目１０－１５

861-2550

土器医院

早良区田村６丁目７－１６

862-2777

井上内科クリニック

早良区田村７丁目７－２

801-5101

医）楽天堂廣橋クリニック

早良区東入部６丁目１５－９

872-8722

医）楽天堂広橋病院

早良区東入部６丁目２０－５６

804-2621

やら整形外科

早良区東入部６丁目２６－４

707-5056

矢野皮膚科泌尿器科医院

早良区藤崎１丁目１－２５

821-5161

ふじい耳鼻咽喉科クリニック

早良区藤崎１丁目１－３２GATE HOPE 藤崎３階

407-0365

藤崎メディカルクリニック

早良区藤崎１丁目１－３２GATE HOPE藤崎２Ｆ

407-0315

さかうえ内科循環器科クリニック

早良区藤崎１丁目１－４７クレアトール百道２Ｆ

841-8833

医）樹の実会大木整形・リハビリ医院

早良区藤崎１丁目２１－１９

843-1715

医療法人深樹原澤循環器内科・内科クリニック
わきさか内科

早良区藤崎1丁目22-10
早良区藤崎１丁目２４－１９藤崎メディカルビル２F

842-2266
852-7211

さわらぐち胃腸肛門クリニック

早良区藤崎１丁目２４－１９藤崎メディカルビル５階

833-8150

医）岡田こどもクリニック

早良区藤崎２丁目１１－３５

821-0169

中村医院

早良区内野２丁目２０－１０

804-2208

西耳鼻咽喉科医院

早良区南庄２丁目１３－１２

846-1377

医）迎医院

早良区南庄２丁目１７－７

823-0113

医）西田たみお整形外科医院

早良区南庄２丁目５－２３

842-1075

おおやこどもクリニック

早良区南庄３丁目６－３０

834-5608

なもと内科・胃腸クリニック

早良区南庄５丁目１１－１５

834-5028

光安内科医院

早良区南庄５丁目２－１

841-0033

医）皆川クリニック

早良区南庄６丁目１０－１５

823-0855

医）健貢会中山整形外科医院

早良区梅林６丁目１０－３

864-2299

森口脳神経外科クリニック

早良区梅林７丁目２－１５

801-0700

つかもと内科

早良区飯倉３丁目３１－１４

832-5901

やすなが内科クリニック

早良区飯倉４丁目８－５－２

874-3433

医）成志会長澤医院

早良区飯倉５丁目１５－３４

871-5320

江副整形外科クリニック
医）髙橋脳神経外科

早良区飯倉６丁目２４－２３
早良区飯倉７丁目１－７

864-2323
866-0777

ざいつ循環器・内科

早良区飯倉７丁目２９－１５サニーサイドビル２Ｆ

866-5677

つじ耳鼻咽喉科クリニック

早良区飯倉７丁目３－７

872-5001

医社）信愛会重松クリニック

早良区百道１丁目１－４

843-3800

調医院

早良区百道１丁目１８－３１

822-3855

すこやかクリニック
田代内科クリニック

早良区百道１丁目２５－１０レジアス百道１Ｆ
早良区百道１丁目５－５

846-1722
851-6000

たにむらようこクリニック

早良区百道浜１丁目３－７０

833-0251

ソフトリサーチパーク診療所

早良区百道浜２丁目１－２２

852-3411

医）ＮＹＣももち浜クリニックTNC放送会館在宅診療所

早良区百道浜２丁目３－２TNC放送会館

846-0022

医）高邦会福岡山王病院

早良区百道浜３丁目６－４５

832-1100

くろだクリニック

早良区百道浜４丁目１３－２

846-4466

医）しばおクリニック

早良区百道浜４丁目１３－４

845-1122

医）ＫＭペインクリニック

早良区百道浜４丁目１－４アルティコート Ａ101

833-5354

社医）福西会福西会病院

早良区野芥１丁目２－３６

861-2780

医療法人ほんだクリニック
みまつ小児科皮膚科医院

早良区野芥2-1-38
早良区野芥２丁目３－５

873-6377
862-2584

医）草創の会草野医院

早良区野芥３丁目１４－５

861-1812

医）にのさかクリニック

早良区野芥４丁目１９－３４

872-1136

なかしま内科

早良区野芥４丁目２－１６

407-3482

医）泯江堂油山病院

早良区野芥５丁目６－３７

871-2261

介護老人保健施設からざステーション

早良区野芥５丁目６－３８

871-8778

竹内産婦人科クリニック

早良区野芥７丁目１－３０

864-8080

南條内科胃腸科クリニック

早良区野芥７丁目１７－２１

865-8881

医）脳神経外科クリニック高木

早良区弥生１丁目４－８

844-1211

医）とよわ会池尻裕一クリニック

早良区有田１丁目３４－８

847-1155

医）正誠会倉重病院

早良区有田２丁目１０－５０

831-3516

日吉内科消化器科医院

早良区有田２丁目１４－３０

847-2388

香月医院

早良区有田５丁目１－３０

801-6267

医）まいこクリニックまいこ小児科クリニック

早良区有田５丁目２３－２５

874-0033

たけとみ耳鼻咽喉科クリニック

早良区有田５丁目２３－２７

873-8717

医）池田整形外科クリニック

早良区有田７丁目１９－３３－１

832-8811

医）田中クリニック

早良区有田８丁目１－５

831-3003

九州大学 伊都診療所
たけのしたクリニック

西区元岡744
西区愛宕４丁目１３－４

802-6580
834-3211

はしぐち脳神経クリニック

西区愛宕４丁目１４－１９

707-5345

（医療法人心掌会）愛宕浜ファミリークリニック

西区愛宕浜１丁目３－２

882-6900

医療法人健心会阿南クリニック
猿田皮膚科医院

西区愛宕浜４丁目１－２０
西区壱岐団地１３６－９

891-2535
811-0437

大内医院

西区横浜１丁目１９－１

806-0010

岡村内科クリニック

西区下山門３丁目１－９セラピア下山門１階

882-7568

吉永産婦人科医院

西区下山門４丁目１４－２６

881-9481

高崎小児科医院

西区下山門４丁目１４－３３

891-3105

医）輝松会松尾内科病院

西区下山門団地４０－５

891-5071

医）高森整形外科・内科

西区橋本１丁目１０－３５

811-3236

医）緒方内科医院

西区橋本２丁目１７－３１

811-4726

医）新堂産婦人科医院

西区橋本２丁目１８－１

811-6931

医）Dr．リン皮ふ科・形成外科

西区橋本２丁目３３－３４

812-1166

福岡市立玄界診療所

西区玄界島１２１９－６０

809-2112

医財）華林会村上華林堂病院

西区戸切２丁目１４－４５

811-3331

井上さとし内科

西区戸切２丁目１８－２

894-7007

医）松田知子皮膚科医院

西区今宿１丁目５－２７

807-1221

医）由布整形外科医院

西区今宿２丁目１２－１

806-6600

医）益豊会今宿病院

西区今宿２丁目１２－７

806-0070

医社）信愛会信愛クリニック

西区今宿３丁目２４－３５

807-5558

医）木下小児科医院

西区今宿３丁目４０－２８

806-0111

医）蓮会はすお泌尿器科

西区今宿駅前１丁目２－２０

805-5080

（医療法人入舟会） 熊手脳神経外科クリニック
医）國﨑真クリニック

西区今宿駅前1丁目2-32
西区今宿駅前１丁目７－６

805-5150
805-5050

アーバンハートクリニック

西区今宿西１丁目３０－２６

805-7750

医）白翠園春日病院

西区今宿青木１１０５

891-3535

医）輝松会介護老人保健施設松寿苑

西区今宿町３７９－１

807-6710

みゆうクリニック

西区今宿東２丁目３－９－１０２

805-5210

今津赤十字病院

西区今津３７７

806-2111

医）永寿会シーサイド病院

西区今津３８１０

806-7171

医）永寿会川添記念病院

西区今津４７６０

806-7667

医）まつおクリニック

西区周船寺１丁目１－３３

807-7788

まるもと脳神経外科クリニック

西区周船寺１丁目５－２５サンリットビル２Ｆ

407-2100

医）ふくい小児科医院

西区周船寺１丁目６－１４

806-8623

佐野内科胃腸科医院

西区周船寺１丁目８－３９

806-1006

うれしの耳鼻咽喉科

西区周船寺1－10－10

805－5151

医）英慶会三愛クリニック

西区周船寺２丁目１２－３９

806-1020

医）おながわ小児科・アレルギー科クリニック

西区拾六町１丁目２－７

885-7878

医）三裕会拾六町病院

西区拾六町２丁目２３－１０

881-0112

医）ふかほり整形外科クリニック

西区拾六町５丁目１６－１１

883-8668

医）たぐち脳神経外科クリニック

西区拾六町５丁目１７－１７

894-3777

今村内科循環器科クリニック

西区拾六町５丁目１８－２１

892-0088

てらにしこどもクリニック

西区拾六町団地１－１８

892-8118

せんばクリニック

西区拾六町団地１－２５

892-8877

医）聖峰会聖峰会マリン病院

西区小戸３丁目５５－１２

883-2525

皮ふ科・アレルギー科 しおりクリニック

西区上山門1-14-1-1Ｆ

884-1112

医療法人

河野皮ふ科医院

西区上山門1-14-1上山門メディカルビル２Ｆ
西区上山門１丁目１－２０

892-3111
881-1112

医）輝松会まつお内科クリニック

西区上山門１丁目２２－５

894-2677

信和耳鼻咽喉科医院

西区上山門１丁目７－１－１Ａ

891-4187

医療法人DSA上山門クリニック
医）和仁会福岡和仁会病院

西区上山門2-2-22
西区生の松原１丁目３３－１８

892-8353
891-7621

医）西福岡病院

西区生の松原３丁目１８－８

881-1331

医）啓明会西の丘平尾クリニック

西区西の丘２丁目１－１

895-1132

医療法人 OSCおおた整形クリニック
医）ＳＳＣ西都クリニック

西区西都1-4-3
西区西都１丁目４－４

406-0929
805-5115

安藤内科・循環器科クリニック

西区西都１丁目７－３６

805-1666

手島クリニック

西区石丸２丁目１６－１３

885-3313

浜田内科クリニック

西区石丸２丁目２６－３

881-1177

上山門整形外科

医）ＳＳＣ坂口耳鼻咽喉科

西区石丸２丁目４０－２６

894-1115

かむら大腸・肛門クリニック

西区泉２丁目１－２６

807-7077

医）木下会久保田クリニック

西区大字小田５１－１

809-2320

森本医院

西区大字田尻１５３９－１

806-3434

医）豊栄会福岡豊栄会病院

西区大字田尻２７０３－１

807-3567

医社）朝菊会昭和病院

西区大字徳永字大町９１１－１

807-8811

医）海洋会あおいクリニック

西区大字飯氏字都ヶ浦２３７－３

807-0100

佐田整形外科医院

西区大字飯氏平田９０８－７

807-1413

医社）飯盛会倉光病院

西区大字飯盛６６４－１

811-1821

医）長野産婦人科クリニック

西区徳永字野入１０５５

807-2022

医）光陽会伊都の丘病院

西区徳永北１８－５

806-1172

しぶた乳腺クリニック

西区内浜１丁目１－５

836-9502

医）政裕会ときつ医院

西区内浜２丁目６－７

882-3321

福岡市立能古診療所

西区能古７２５－２

881-0734

アカデミアはらだ内科・消化器科

西区富士見２丁目１４－１

805-6880

そのだこどもクリニック

西区富士見２丁目１４－３

805-7001

あさのひ整形外科クリニック

西区富士見２丁目１４－７

805-8558

福重たしろ整形外科

西区福重１丁目６－１８

407-1211

医）増田医院

西区福重３丁目１２－８

885-1171

戸髙内科呼吸器科クリニック

西区福重３丁目２１－３

891-4311

医）かつの整形外科リハビリテーション科

西区福重４丁目７－６－２Ｆ

892-1188

医）ひらやま内科クリニック

西区福重４丁目７－６－３Ｆ

894-1066

社）千鳥橋病院附属新室見診療所

西区福重５丁目１－２７

891-3711

医）きむらしろうクリニック

西区福重５丁目１９－８

892-4600

中村クリニック

西区豊浜１丁目２－１２

882-8211

医）ＧＫＣ学研都市クリニック

西区北原１丁目１３－３

807-7771

ひろかたクリニック

西区姪の浜２丁目２３－２５

882-1199

早良病院

西区姪の浜２丁目２－５０

881-0536

池田内科呼吸器科医院
医）湯田医院

西区姪の浜3丁目39-6
西区姪の浜４丁目１１－２９

892-1535
881-0991

医）南川整形外科病院

西区姪の浜４丁目１４－１７

891-1234

医）白翠園めいのはま白翠内科クリニック

西区姪の浜４丁目１４－３０

892-0111

医）下村小児科医院

西区姪の浜４丁目１９－２５

883-5232

三宅クリニック

西区姪の浜４丁目２－１

882-6633

皆川外科医院

西区姪の浜４丁目２－２１

881-0232

青木内科循環器科小児科ｸﾘﾆｯｸ

西区姪の浜４丁目９－１２

881-1102

医）明和会茂木病院

西区姪の浜６丁目１－２０

881-0638

医）二田哲博クリニック

西区姪浜駅南１丁目２－１７

883-1188

松本内科胃腸科

西区姪浜駅南１丁目４－１

892-4039

田所整形外科クリニック

西区姪浜駅南２丁目１－３７メディカルビル竹下

883-2015

医）南谷レディースクリニック

西区姪浜駅南２丁目１－３７メディカルビル竹下２Ｆ

892-3020

やまだクリニック

西区姪浜駅南２丁目１－３７メディカルビル竹下３Ｆ

883-2488

医療法人 三聖会 岸田内科医院

西区姪浜駅南2丁目19-22

892-3030

益田耳鼻咽喉科医院
医）もとやま小児科クリニック

西区姪浜駅南2丁目30-5
西区姪浜駅南２丁目３１－２

881-3615
883-7415

医）ＧＯ前田ごう整形外科

西区姪浜駅南３丁目１５－１８

883-3757

医）よしとみ内科クリニック

西区姪浜駅南３丁目１７－１７

892-1533

介護老人保健施設サンライズ壱岐

西区野方１丁目１６－２６

812-5010

ゆう内科クリニック

西区野方１丁目２０－１０

892-2200

石神小児科医院

西区野方１丁目２２－２５

811-7266

池田功産婦人科医院

西区野方１丁目２－２５

811-7778

医）尚生会松口胃腸科・外科医院

西区野方１丁目２６－１２

812-2212

おかべ耳鼻咽喉科

西区野方１丁目４－７－１

894-7878

りゅう・たけだクリニック

西区野方６丁目２６－６

812-3722

医）博仁会福岡リハビリテーション病院

西区野方７丁目７７０

812-1555

