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中央区 井上　仁人 医療法人　井上内科医院 福岡市中央区天神1丁目2-30 092-741-5658

中央区 伊原　喜子 WEB 森田クリニック 福岡市中央区大手門1-4-21萬屋館2F 092-751-1188

中央区 詠田　由美、本庄　考 WEB 医療法人　アイブイエフ　詠田クリニック 福岡市中央区天神1-12-1 092-735-6655

中央区 佐野　正敏 WEB 医療法人　さのウイメンズクリニック 福岡市中央区荒戸1-1-6　福岡大濠ビル2Ｆ 092-739-1717

中央区 結城　裕之、古恵良　桂子 WEB 医療法人　中央レディスクリニック 福岡県福岡市中央区天神2-4-38 092-736-3355

中央区 野崎　雅裕 WEB 野崎ウイメンズクリニック 福岡市中央区天神1-9-17 福岡天神フコク生命ビル6F 092-733-0002

中央区 井槌　邦雄、穴井　恵子、池田　真一 WEB 産科　婦人科　井槌病院 福岡市中央区薬院4-15-6 092-521-2355

中央区 荘田　文哲 WEB 荘田レディースクリニック 福岡市中央区天神1-15-6-3F 092-732-0018

中央区 神崎　仁徳 WEB かんざき泌尿器科クリニック 福岡市中央区赤坂１丁目１１－１２ 092-725-9177

中央区 古賀　文敏 WEB 古賀文敏ウイメンズクリニック 福岡県福岡市中央区天神2-3-24 天神ルーチェ5F 092-738-7711

中央区 東野　純彦、岸川　忠雄 WEB 医療法人　愛成会　東野産婦人科 福岡市中央区草香江2-2-17 092-731-3871

中央区 松村　眞理子、柏村　賀子、柏村　正道 ウイメンズKMクリニック 福岡市中央区天神１－１４－４　天神平和ビル７０５号 092-717-2366

中央区 呉　哲也 WEB くれ整形外科医院 福岡市中央区小笹1-1-5 092-521-2277

中央区 ロナルド　シュレンペル WEB インターナショナル唐人町クリニック 福岡市中央区地行1-4-6 092-717-1000

中央区 大里　正彦 WEB おおさと眼科クリニック 福岡市中央区今川1-5-16 092-737-0151

中央区 今利　泰久 WEB いまりクリニック 福岡市中央区天神1-3-38 092-725-8311

中央区 森　俊介、森　ユミ子 WEB 森レディースクリニック 福岡市中央区高砂1-4-3 092-521-5868

中央区 濱田　郁代 WEB 郁レディースクリニック 福岡市中央区警固2-17-30　ソロンけやき通りビル3F 092-406-3019

中央区 牛丸　敬祥 WEB 産婦人科　ガーデンヒルズウイメンズクリニック 福岡市中央区小笹5-15-21 092-521-7500

中央区 案浦　美雪 WEB 小野内科クリニック 福岡市中央区天神１-9-17-6Ｆ　　　　 092-771-6679

中央区 稲員　徹 天神町診療所 福岡市中央区天神2-13-7　福岡平和ビル5F 092-741-2750

中央区 萱島　孝二 WEB 萱島外科・胃腸科 福岡市中央区荒戸2-2-40 092-751-6886

中央区 吉村　龍司 医療法人　恵臣会　吉村内科 福岡市中央区平尾3-7-16 092-534-0088

中央区 権藤　公和 WEB 権藤内科医院 福岡市中央区今泉2丁目5-24 092-771-8850

中央区 古賀　光 WEB 医療法人　阿部医院 福岡市中央区今川1-2-6 092-741-7295

中央区 佐藤　元一 WEB 医療法人佐藤クリニック 福岡市中央区平尾2-19-10 092-521-4361

中央区 三宅　恒徳 WEB 医療法人　愛生会　三宅内科クリニック 福岡市中央区薬院2-5-15 092-741-2705

中央区 山下　弘之 WEB 医療法人　ＳＳＣ　天神耳鼻咽喉科 福岡市中央区天神1-10-5-2Ｆ 092-717-1105

中央区 藤　洋吐 WEB 胃腸科　藤クリニック 福岡市中央区天神3-4-8　天神重松ビル5階 092-762-1310

中央区 中村　賢二郎 WEB 天神総合クリニック 福岡市中央区今泉1-22-20-701 092-725-7117

中央区 川嶋　恒典 WEB 川嶋医院 福岡市中央区清川2-12-29 092-522-3281

中央区 川﨑　真澄 WEB 医療法人　川﨑胃腸科・内科クリニック 福岡市中央区赤坂2-6-1 092-736-5601

中央区 前田　浩和 WEB まえだ平和内科クリニック 福岡市中央区平和5-6-18　レインボービル1F 092-522-6577

中央区 太田　岳暁 WEB 天神西通りクリニック 福岡市中央区大名2-6-1-6Ｆ 092-738-6128

中央区 中垣　修 六本松　中垣クリニック 福岡市中央区六本松4-9-30 092-731-4775

中央区 鄭　九龍 鄭脳神経外科クリニック 福岡市中央区薬院1-5-6-402 092-732-6600

中央区 島松　昌由 島松循環器内科クリニック 福岡市中央区六本松2-8-2-1Ｆ 092-714-2220

中央区 神殿　哲 WEB 社会福祉法人　寿福祉会　福浜中央クリニック 福岡市中央区福浜2-1-3 092-761-5115

中央区 平田　恭子 WEB 医療法人　親愛　天神クリニック 福岡市中央区天神2-12-1　天神ビル3Ｆ 092-721-4017

中央区 蜂須賀　正光 WEB はちすが産婦人科小児科医院 福岡市中央区清川3-20-9 092-531-0282

中央区 平田　泰彦、平田　美樹 WEB 医療法人　平田内科胃腸科クリニック 福岡市中央区鳥飼1-5-45 092-725-6778

中央区 有村　英一郎 WEB 有村内科クリニック 福岡市中央区荒戸1-5-28 092-721-6679

中央区 森　卓 森内科循環器科医院 福岡市中央区高砂2-18-12 092-531-1958

中央区 村岡　聡一 WEB 薬院内科循環器クリニック 福岡市中央区渡辺通2-6-12　YA55　２階 092-738-0123

中央区 中村　東樹 WEB なかむら内科クリニック 福岡市中央区舞鶴３丁目２－１ジブラルタ生命ビル２Ｆ 092-751-2345

中央区 武富　賢治 WEB 医療法人　エイチ・シー・ユー　たけとみクリニック　 福岡市中央区輝国2-11-13-101 092-736-5183

中央区 福田　敏郎 WEB ふくだ内科 福岡市中央区赤坂2-2-45-102 092-739-8065

中央区 松吉　哲二 WEB 桜坂内科循環器科 福岡市中央区警固3-6-1　クラシオン桜坂2F 092-736-1700

中央区 広田　雄一 WEB ひろた内科クリニック 福岡市中央区荒戸2-4-14　サンクチュアリービル 092-738-8001

中央区 梅下　滋人 WEB うめした内科 福岡市中央区荒戸3-10-11-1F 092-771-6182

中央区 武田　淳也 WEB 医療法人明和会　スポーツ・栄養クリニック 福岡市中央区薬院1丁目5-6　ハイヒルズビル1階 092-716-5550

中央区 遠藤　俊哉 WEB えんどう整形外科クリニック 福岡市中央区渡辺通2-6-12八千代ビルYA3F 092-737-7313

中央区 光安　元夫、光安　廣倫 WEB 医療法人　光安整形外科 福岡市中央区荒戸2-3-26 092-741-5093

中央区 佐藤　惠実子 WEB 皮ふ科・アレルギー科　佐藤えみこクリニック 福岡市中央区赤坂1－10－23　グレースイン赤坂4Ｆ 092-715-6262

中央区 小田　斉 WEB おだクリニック日帰り手術外科 福岡市中央区高砂1-8-8 092-534-7507

中央区 西岡　英次 WEB 整形外科　浄水通りクリニック 福岡市中央区薬院4-1-27-1-212 092-533-5331

中央区 諸隈　中 WEB 社会福祉法人天寿会　もろくまクリニック 福岡市中央区梅光園3-4-1 092-737-2121

中央区 藤見　是 医療法人　藤見胃腸科内科医院 福岡市中央区今川2-1-15 092-741-3508

中央区 和田　秀敏 WEB 皮膚科形成外科和田クリニック 福岡市中央区荒戸1-6-7 092-732-8778

中央区 植木　埋夫 WEB うえき医院 福岡市中央区清川1-9-20　テングッド渡辺通2F 092-791-9071

中央区 星子　一郎 WEB 医療法人　星子整形外科医院 福岡市中央区赤坂1-7-6 092-712-8313

中央区 近藤　正一 WEB 近藤リウマチ・整形外科クリニック 福岡市中央区天神3-10-11-2F 092-762-2380

中央区 戸次　鎮昭 戸次整形外科クリニック 福岡市中央区草香江1-1-27 092-752-0205

中央区 安部　淳 あべ整形外科クリニック 福岡市中央区平尾3丁目5-3　アーバンパレスアルカディア薬院南1階 092-522-0332

中央区 岩崎　一教 WEB 医療法人　いわさき一教クリニック 福岡市中央区大名2-7-11-201 092-781-3255

中央区 塩飽　德行 WEB 医療法人　クリスタルビルクリニック 福岡市中央区天神4-6-7　　天神クリスタルビル8F 092-725-8822

中央区 八谷　俊朗 WEB 大濠パーククリニック 福岡市中央区大濠公園2-35　THE　APARTMENT　2D 092-724-5520

中央区 横川　泰 WEB よこがわ内科クリニック 福岡市中央区天神5丁目7番7号 092-738-1020

中央区 入江　東吾、入江　信行 WEB 医療法人　入江内科医院 福岡市中央区大名2-4-22-2F 092-771-2223

中央区 石川　雅俊 WEB 天神駅前まめクリニック  福岡県福岡市中央区天神2-2-12 T&Jビル5F 092-401-0939

中央区 井上　晃太 WEB 大濠内科 福岡市中央区大濠2丁目13-39 092-724-1007
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